
応募規約 

パラリンアート世界大会に作品を応募するにあたり、応募者は次に掲げ

る規定の順守を承諾したものとします。 

 

第 1条【規約の適応範囲】 

本規約は、一般社団法人 障がい者自立推進機構パラリンアート運営事

務局 （以下、「主催者」という。）が開催するパラリンアート世界大

会（以下、「本大会」という。）の応募者と主催者における全ての事項

に適用されるものとします。 

 

第 2条【応募資格】 

本大会に応募できるのは、以下に該当する方です。 

・日本国内外問わず、障がいのある方。（障がいがあることを証明する

発行物をお持ちの方） 

・年齢及びアーティストとしての経験に制限はございません。 

 

第 3条【知的財産権】 

１．応募作品は、応募者ご自身が作成し、かつ権利を所有しているオリ

ジナルの作品でなければなりません。 

 

２．応募作品は、知的財産権はもとより、第三者が有するいかなる権利

をも侵害するものであってはなりません。 

 

３．応募作品が入選した場合、採用された応募者については、応募作品

の利用を独占的に許諾するものと 

し、応募者以外の第三者に対し、著作物を利用することを許諾してはな

らないものとする。また、 応募者に利用許諾の問い合わせがあった場

合、主催者に報告を行い、応募者と主催者による協議のもと対応を行う

ものとします。 

 

４．著作者は応募作品に関する著作者人格権を行使しないものとしま

す。 

 

５．著作者は、応募作品が商品化を伴う場合、別途定める利用目的なら

びに内容、利用期間の範囲内で主催者の排他的な利用を許諾するものと

します。 



 

６．応募者は、主催者が第三者に対し応募作品の利用について再許諾す

ることを承諾します。 

 

７．応募者は、主催者又は主催者から再許諾を得た者が本著作物に関す

るビジネスを行っている場合には、期間延長の申し出に応ずるものとす

る。 

 

８．応募者は、主催者が、本大会の全応募作品（採用された作品に限り

ません）や応募者のコメントなどを広告宣伝目的および本大会のプロモ

ーション目的で、Webサイトや紙媒体等で、無償で利用することに同意

し、当該利用に関し著作者人格権を行使しないものとします。また、そ

の際は、お名前やお住まいの国や地域を記載する場合があります。 

 

９．応募作品が、第三者の知的財産権を侵害するものとして警告、請

求、または訴訟の提起を受けたときは、それを応募した応募者自らが解

決するものとし、主催者は、それに関する一切の責任を負わないものと

します。万一、主催者が損害を被った場合には、応募者が当該損害を賠

償するものとします。 

 

 

 

第 4条【守秘義務】 

応募者は、本大会に参加するにあたり、主催者から開示を受け、または

知りえた情報、資料などに対して、第三者に開示または漏えいを禁止す

る旨の指示があった場合は、それに従わなければなりません。ただし、

次に該当する事項に関しては、その限りではありません。 

・既に公知であるもの、もしくは公知になったもの 

・主催者から情報を得る前に、既に自らが情報を知得していたもので、

その事実を立証できるもの 

・正当な権限を有する第三者からの合法的な手段によるもの 

 

第 5条【デザイン変更】 

１．主催者は、必要に応じ応募者に、本大会で受賞した応募作品のデザ

イン変更を求めることができるものとします。 

 



２．主催者は主催者が運営・発行する Webサイトや紙媒体上での応募作

品の使用や印刷に際し、応募作品を適切な範囲で編集することができる

ものとし、応募者はこれに同意したものとします。 

 

第 6条【免責事項】 

１．主催者は、主催者が不適当とした応募作品について、応募者の承諾

を受けることなく入選の取り消しができるものとします。また、応募作

品が削除されたことにより応募者が被った損害について、主催者は一切

の責任を負わないものとします。 

※不適当とは、第三者の知的財産権、その他の権利を侵害する恐れのあ

るもの、公序良俗に反するもの、個人を特定できる情報、その他不適切

であると主催者が判断するものをいいます。 

 

２．応募者から送信された情報の漏えい等に関して、主催者に帰責事由

のない場合に生じた応募者の損害について、主催者は一切その責任を負

いません。 

 

３．主催者は、応募者により投稿・掲載された情報の内容について、い

かなる保証も行いません。 

 

第 7条【承諾事項】 

１．応募作品の提出データ等は返却いたしません。（電磁的データ含

む） 

 

２．応募者は応募作品が本大会の受賞作品として採用された場合、提出

した作品の原画（電磁的データ含む）を主催者へ譲渡するものとし、主

催者はこれを返却いたしません。 

 

３．応募作品は、これまで商業的に使用されていないもので、本大会で

受賞した場合、応募者は主催者の事前の承諾なく使用することは一切で

きません。 

 

４．応募者の本大会への参加が、第三者に対する債務不履行等に該当

し、損害を与えた場合、応募者の費用と責任をもって解決し、主催者に

損害を与えないものとします。 

 



５．主催者は、やむを得ない事情が発生した場合等は、本大会を中止し

たり、内容変更したり、延期することができるものとします。 

 

第 8条【個人情報の扱い】 

応募者の個人情報については、本大会の適切な運営を行うためのみに使

用するものとします。主催者は無断でそれ以外の目的に使用したり、第

三者に開示・提供することはありません。 

 

第 9条【準拠法等】 

本規約の準拠法は日本法とし、本規約および本大会に関する一切の紛争

について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。 

 

第 10条【その他】 

１．上記以外の各事項に関して疑義等が生じた場合は、関連当事者との

協議に基づき、最終的には主催者の判断により決定するものとします。 



Application Terms 

In submitting entries for the Paralym Art World Cup, the applicants have agreed to comply 

with the following rules: 

 

Article 1 [Scope of Application of Terms] 

This agreement covers the Paralym Art World Cup (hereinafter referred to as “the event”) 

held by the Paralym Art Management Secretariat (hereinafter referred to as the “Organizer”) 

It shall apply to all matters of the applicant and the organizer. 

 

Article 2 [Eligibility] 

Those who can apply for this event are those who fall under the following. 

-Persons with disabilities, both in Japan and overseas. (For those abroad we ask for you be in 

possession of evidence of your disability) 

・ There is no restriction on age and experience as an artist. 

 

Article 3 [Intellectual Property Rights] 

1. Entries must be original work that the applicant has created and owns the rights to. 

 

2. Entries must not infringe any intellectual property rights or any rights of third parties. 

 

3. In the event that an entry is selected, the recruited applicant shall be exclusively licensed to 

use the entry and shall not permit any third party other than the applicant to use the 

copyrighted work. Shall be. In addition, when an applicant receives an inquiry about the 

license, the applicant shall report to the organizer and respond to it based on the discussion 

between the applicant and the organizer. 

 

4. The artist's rights in regards to the entry will respected. 

 

5. The author authorizes the exclusive use of the artwork to the organizer within the scope of 

the purpose and contents and period of use specified separately if the submitted work involves 

commercialization. 

 

6. The applicant consents that the Organizer sublicenses the use of the entry to a third party. 

 

7. The Applicant shall respond to an offer to extend the period if the Organizer or a person 

who has relicensed from the Organizer conducts business related to this work. 



 

8. Applicants submits to the organizer the permission of all entries (not limited to the 

accepted entries) of this event and the comments of the applicants on websites and paper 

media for advertising and promotion purposes. You agree to its use free of charge. In that 

case, your name and country or region where you live may be described. 

 

9. If the submitted work is warned, requested, or filed with a lawsuit as infringing the 

intellectual property rights of a third party, the applicant who submitted the work shall resolve 

the matter and the organizer shall assume no responsibility. If the organizer suffers any 

damage, the applicant shall compensate for the damage. 

 

 

 

Article 4 [Confidentiality] 

When participating in the event, applicants shall be notified by the organizer or obey any 

instructions to prohibit disclosure or disclosure of information or materials that they have 

learned from third parties. However, this does not apply to the following items. 

・ What is already known or has become known 

・ Those who have already obtained the information before obtaining the information from 

the organizer and can prove that fact. 

・ By lawful means from a third party with legitimate authority 

 

Article 5 [Modification] 

1. The organizer may request the applicants to change the design of the entries awarded in 

this event as necessary. 

 

2. The organizer shall be able to edit the work to the extent appropriate when using or printing 

the entry on the website or paper medium operated and issued by the organizer, and the 

applicant shall have agreed to this. You. 

 

Article 6 [Disclaimer] 

1. The organizer may cancel the winning entry without the consent of the applicant for the 

entry that is inappropriate. In addition, the organizer shall not be liable for any damage 

incurred by the applicant due to the removal of the entry. 

* Inappropriate is defined as something that may infringe on the intellectual property rights 

or other rights of a third party, something that is against public order and morals, information 



that can identify individuals, or other things that the organizer determines to be inappropriate.  

 

2. The Organizer shall not be liable for any damages to the Applicant caused by the Organizer 

without grounds for leakage of information sent from the Applicant. 

 

3. The organizer does not guarantee the content of the information posted or posted by the 

applicant is correct. 

 

Article 7 [Agreement] 

1. Submitted data of submitted works will not be returned. (Including electromagnetic data) 

 

2. In the event that an entry is accepted as a winner in this event, the applicant will transfer 

the original image (including electromagnetic data) of the submitted work to the organizer 

and the organizer will not return it. 

 

3. The entries have not been used commercially before, and if a winner is awarded at this 

event, the applicant cannot use them at all without the prior consent of the organizer. 

 

4. If the applicant's participation in this event corresponds to a default on a third party, etc., 

and causes damage, the applicant shall settle it at the expense and responsibility of the 

applicant and will not damage the organizer. 

 

5. The organizer may cancel, change or postpone the event in the event of unavoidable 

circumstances. 

 

Article 8 [Handling of personal information] 

Applicants' personal information will be used only for the proper operation of this event. The 

organizer will not use it for any other purpose without disclosing or providing it to third 

parties without permission. 

 

Article 9 [Governing law, etc.] 

The governing law of this agreement shall be the laws of Japan, and in the event that any 

dispute regarding this agreement and this event arises, the Tokyo District Court shall have 

exclusive jurisdiction over the first instance. 

 

Article 10 [Others] 



1. In the event of any doubts, etc. regarding each of the other items, the final decision will be 

based on the judgment of the organizer based on consultations with related parties. 


