「エンドゲーム」懸賞パズル
公式ルールおよび規定
（日本版）
「エンドゲーム」懸賞パズルコンテストの公式ルールおよび規定
本「エンドゲーム」懸賞パズルコンテスト（以下、コンテスト）に部分的にでも参加した
場合、この公式ルールおよび規定（以下、公式ルール）の一切を承認し、これに従い、順守
することに合意したものとみなされます。参加者は以下に定めるコンテストの開催期間を通
じて公式ルールを理解する責任を負います。公式ルールは、コンテストの開催機関を通じて
www.endgamerules.com （以下、公式ウェブサイト）で閲覧可能です。
コンテストで優勝する資格を得るには公式ルールを順守しなければなりません。公式ルー
ルならびに適用されうるすべての法令、規則および規約（プライバシーおよびサイバーセキ
ュリティに関する法令ならびにソフトウェア等のライセンスに関する条件その他の法令、規
則および規約を含む。以下、適用法令）に違反したり、違反を試みたり、また順守を怠った
場合にはコンテストを失格となり上記適用法令上の法的責任を問われるおそれがあります。
このコンテストに偶然の要素はありません。
参加登録
小説「エンドゲーム・コーリング」は隠された鍵を探す物語です。コンテストには非常に
多くのパズルとそれに関連したヒントが出てきます。この小説（印刷版と電子版の双方を含
む）にはコンテストの第 1 ステージ（詳細は後述）で使われるヒントとパズルが含まれてい
ます。コンテストに参加する前に www.keplerfuturistics.com で参加者登録をしてすべての
必要事項を記入してください。コンテストに参加にするために必要なのは、
（1）本書、
（2）
インターネット利用利用環境、
（3）標準の Google インターネットアカウント です。参加
者の進捗状況はコンテストの全期間を通じて Third Floor Fun, LLC（主催者）によって追
跡され、進捗状況について一定の情報を掲載するウェブサイトが設置されます。進捗状況に
ついての情報を見るには Google のインターネットアカウントにログインする必要がありま
す。
本書に関連したモバイル端末向けのアプリに関係したものを購入することによってコン
テストが有利に進むことはありません。コンテストに参加しまたは優勝するのに、本書に関
連したモバイル端末用アプリをダウンロードし、利用し、またはプレイする必要はありませ
ん。

コンテストのルール
本コンテストは主催者によって実施されます。HarperCollins Publishers L.L.C.および株
式会社学研パブリッシング、その他いかなる地域のいかなる出版者もコンテストに参加し、
またはこれを主催もしくは管理することはなく、コンテストの運営に関して一切の責任を負
いません。
本書のパズルを解くには本書に掲載されているヒントが手がかりになります。ヒントを追
うと、本書に掲載されていないパズル、文字によるヒント、画像によるヒント、記号、暗号
および／または検索結果のページ、画像の検索結果のページ、動画、地図上の座標、独立し
たウェブサイトもしくはソーシャルメディアなどにつながるハイパーリンクが出てくるこ
ともあります。本書から得られる情報にはヒントになるものもありますが、ならないものも
あります。どの情報がコンテストのパズルを解く手がかりになるのかを見極めてください。
ヒントとパズルはすべての参加者に同じものが与えられます（ただし、パズルを解く早さに
よってはヒントやパズルをより早く入手することができます。詳細は後述）。本書の音声版
にはコンテストのパズルを解くのに必要な画像によるヒントが収録されていません。
主催者が提供する、コンテストに参加するために必要な情報は完全かつ正確であるように
努めますが、ヒントおよびパズルは不正確または誤っている可能性があります。一見役に立
ちそうな情報のすべてがヒントだとは限りません。不測の誤りがある可能性があります。不
測の誤りを主催者が認知した場合には、主催者は商業的に合理的な措置を講じてその是正
に努めます。もし誤りだと疑われることにお気づきの場合は主催者にお知らせください。
主催者の連絡先は本ルール末尾に記載されています。
個々のパズルを解いていくとさらに別のパズルに行き着きます。最後のパズルにたどりつ
くまでこれを繰り返します。コンテストに優勝するために解かなければならないパズルには、
2014 年 10 月 7 日（「コンテスト開始日」と表記）まで公開されないものもあります。その
ため、ある時点でたどり着ける最後のパズルを解いたとしても、コンテストにおけるすべて
のパズルを解いたことになるとは限りません。コンテストのパズルは開催期間内のふたつの
ステージで発表されます。最初のステージ（「第 1 ステージ」と表記）はコンテスト開始日
に始まります。
ふたつ目のステージ（「第 2 ステージ」と表記）は 3 段階に分かれており、各段階に対応
したパズルが 3 回に分けて別々の日に公開されます。それぞれの段階で使用されるパズルの
公開日は主催者が決定します。パズルの公開日は参加登録の際に記入された参加者の連絡先
に通知されます。第 2 ステージの各段階におけるパズルの入手は、前のステージまたは前の
段階のパズルを他の参加者とくらべて早く解いたのか遅く解いたのかに影響を受けます。早
く解いた参加者には、より時間のかかった参加者に先行して次のステージまたは次の段階の

パズルを入手する権利が与えられます。先行入手できるパズルの割合は 10 対 1 です。まず
次の段階のパズルを先行入手する権利がある参加者全員に入手の機会が与えられます。その
のちに残りのすべて参加者は前のステージまたは前の段階のパズルを解き終えた時点でコ
ンテストの次の段階にアクセスできるようになります。例えば、参加者 C が第 2 ステージ
の第 1 段階を完了したとします。この参加者 C は、（1）第 2 段階の最初のパズルが開始さ
れ、（2）第 2 ステージ第 2 段階において先行入手の権利を持つ参加者全員に入手の機会が
与えられたあと、ただちに第 2 ステージ第 2 段階の最初のパズルを入手できます。
第 2 ステージのパズルの公開日に関する情報は、次の段階の最初のパズルの入手方法も含
めて、参加登録の際に記入された参加者の連絡先に主催者から通知されます。コンテストの
すべてまたは一部が全参加者に同時に公開されなかったとしても、また、理由を問わず参加
者がコンテストの特定の部分を当該参加者にとっての公開と同時に開始できなかったとし
ても、以下に挙げる者はいかなる責任も負いません。
・主催者、主催者の直接および間接の親会社、子会社および関連会社ならびにそれぞれの取
締役、役員、従業員、および代理人（一括して「主催関係者」と表記）
・配給業者、ウェブデザイナー、広告業者、フルフィルメント業者、保険代理店、裁定業者
および優勝賞品（詳細は後述）の展示について主催者と契約を結ぶ者（本公式ルール発表の
時点では Caesars Palace の商号で営業している Desert Palace, Inc.）その他を含むコンテ
ストの運営、開発、フルフィルメントおよび実施に関わるすべての者並びにそれらの親会社、
子会社および関連会社（一括して「運営関係者」と表記）
・すべての出版者
誤解が生じないように明記しますが、優勝賞品の展示について主催者と契約を結ぶ者（本公
式ルール発表の時点では Caesars Palace の商号で営業している Desert Palace, Inc.）およ
び／またはその関連会社および／または親会社は、運営関係者ですが主催者ではありません。
すべての出版者は運営関係者ではありません。本書に関連したモバイル端末向けのアプリに
関係するものを購入しても、コンテストに関わるパズルを入手することはできませんし、コ
ンテストで有利になることもありません。
すべてのパズルを解いてコンテストに優勝する資格を得た最初の参加者には、優勝賞品を
開くための鍵が渡されます。鍵および優勝賞品は、コンテストのために位置、物、場所また
は表面に対する破壊行為、妨害行為、改ざん行為または不法侵入が必要になるところまたは
それらを引き起こすようなところにはありません。パズルを解くことができるのは参加者の
知性と技術のみです。このコンテストに偶然の要素はありません。
もし参加者が、（1）他の参加者への妨害行為（2）参加者または一般人への迷惑行為、い
じめ、脅迫または嫌がらせと取られる行為（3）不公正な手段で他の参加者より優位に立つ
行為（ウェブサイトおよび／またはコンテストで使用される電子メディアをハッキングしよ
うとする行為その他を含む）を行った場合にはコンテストを即時失格になる可能性がありま

す。参加者は、部分的にでもコンテストに関するパズルの正解または不正解についての考
えを、いかなる媒体によっても公にしないことに明示的に同意するものとします。これに
違反した場合にはコンテストを即時失格になる可能性があります。参加者がコンテストで
使用することができる Google インターネットアカウントは 1 つだけです。1 つを超える
Google インターネットアカウントを使用した場合にはコンテストを即時失格になります。
参加資格
以下に挙げる者の取締役、役員、従業員または代理人およびそれぞれの近親者または同居
の家族はコンテストに参加することができません。
（1）主催者
（2）すべての主催関係者
（3）すべての運営関係者
（4）すべての出版者
コンテストに参加するには 13 歳以上の自然人である必要があります。しかしこの種の販
売促進イベントへの参加により高い年齢であることを必要とする法令が施行されている地
域に在住している場合はその高い方の年齢が適用されます。在住する地域の法令において未
成年である場合は事前に親または法的保護者の許可を受ける必要があります。優勝賞品を獲
得する資格を得るためには主催者の求めに応じて、優勝者または優勝者の親もしくは法的保
護者のうち法令に定められている方が W-9 申告書（詳細は後述）、宣誓供述書（詳細は後述）
に署名し、当該地域の法令で認められる限りで身上調査書（詳細は後述）（W-9 申告書、宣
誓供述書および身上調査書を合わせて「優勝申請書類」と表記）を提出しなければなりませ
ん。優勝申請書類は下記に定める適用期間内に主催者に返送される必要があります。
本書はどこでも誰でも購入することができます。しかし、コンテストに参加する資格があ
るかどうかは在住する地域の適用法令およびこの公式ルールに基づいて決定されます。在住
地域においてコンテストへの参加が適用法令に違反する場合は、コンテストへの参加は無効
となります。
優勝者の決定方法
すべてのパズルを解いた最初の有資格参加者は下記に定める方法で鍵を受け取り、主催者
から優勝の認定を受けた上で、優勝賞品が入ったケースを開けることができます。コンテス
トはコンテスト開始日に始まり、次の（1）または（2）のいずれか早い方の日まで継続さ
れます。
（1）すべてのパズルが解かれ、鍵が受け渡され、優勝者が認定を受け、主催者が公
式にコンテストの優勝者を発表したとき。
（2）2016 年 10 月 7 日（「コンテスト終了日」と
表記）
（コンテストが開催されている期間を「開催期間」と表記）。主催者は、最初にすべて

のパズルを解いた参加者にコンテスト登録時に記入された連絡先情報に従って連絡します。
必要があれば主催者は、ひとりの有資格参加者が優勝者として認定されるまで、パズルをす
べて解いた参加者に対してパズルを解き終わった順番に連絡を取ります。参加者は主催者か
ら連絡を受けても、主催者が公式に優勝者を発表するまではパズルをすべて解いたことま
たはそれに関して主催者から連絡があったことについて、開催期間のあいだソーシャルメ
ディアのサイト、ブログまたはその他の形式の媒体を通じて一切公にしないことに同意す
るものとします。優勝賞品を受け取ることができるのはひとりだけです。コンテスト終了
日までにすべてのパズル解いた有資格参加者がいなかった場合、主催者はこの文書に記載さ
れている他の資格条件の範囲内でどの参加者が開催期間中に最も先までコンテストを進め
たかを内部的な追跡システムによって判定し、優勝者を決定します。優勝者を認定する過程
において、優勝者の候補となった参加者は、主催者への立証としてコンテスト内の個々のパ
ズルを正しく解けることを示す必要があります。同点の候補者が発生した場合は、技術によ
って解答可能なパズルを出題して同点決勝戦を行います。同点決勝戦の勝者（必要な場合に
は親または法的保護者）は、有資格参加者であることを証明するために優勝申請書類を作成
する必要があります。
コンテストの優勝者はひとりだけです。従って、参加者間の協力は厳しく禁止されてい
ます。上記で禁止されているにも関わらず共同でコンテストに参加した場合、共同参加した
事実のみをもって、その参加者は共同参加者間のいかなる取り決めに関わることについても
主催者を免責するものとします。理由を問わずいずれかの主催関係者に共同参加者間の取り
決めに起因した出費（法的な費用を含む）が発生した場合は、当該主催関係者に対しすべて
の共同参加者が連帯してそれらの費用のすべてを補償するものとします。
優勝賞品
コンテストの優勝者には 2014 年 8 月 11 日現在で約 500,008.00 アメリカドル相当の金の
コイン（「優勝賞品」と表記）が贈られます。優勝賞品はそのままの形で受領される必要が
あります。現金に引き換えることはできません。優勝賞品の他に賞はありせん。
優勝賞品の獲得によって生じるすべての税務上の責任は優勝者にあります。アメリカ合衆
国以外の国では、優勝賞品の全部または一部が源泉徴収される可能性があります。優勝者の
候補となった参加者は、優勝の可能性を主催者より通知されてから 5 営業日以内にアメリカ
合衆国内国歳入庁（「IRS」と表記）の申告書 W-9（その他、当該地域の法令上、主催者が
同様の目的で必要と判断するすべての関係する税務申告書類を一括して「W-9 申告書等」と
表記）を署名の上で主催者に返送しなければなりません。優勝賞品を獲得した税制年度の末
に、優勝賞品と同額の収入申告をするための IRS 申告書 1099（および／または優勝者の居
住国に対応した関係書類）が優勝者に宛てて発行されます。優勝者は適用法令にしたがって
IRS または関係する税務当局に対し優勝賞品に関する申告をしなければなりません。

優勝の候補者となっている参加者が以下の行為をした場合、その候補者は優勝賞品に関す
るすべての権利を放棄したとみなし、開催期間のあいだにパズルを解いた次点の参加者に鍵
が与えられ、主催者の承認を受けた上で優勝者として発表されます。
（1）定められた期間内に W-9 申告書を署名の上返送しなかった場合。
（2）優勝者本人に割り当てられた固有かつ私有で有効な納税者識別番号を、定められた期
間内（または当該地域の法令において相当する期間）に主催者（またはその代理人）に通知
しなかった場合。
（3）税務当局に適切な申告をしなかった場合。
（4）居住地域の税務法令を順守しなかったために、主催者（またはその代理人）が優勝賞
品の授受に関して正確な税務申告ができなかった場合。
同点の候補者が発生した場合は、技術によって解答可能なパズルを出題して同点決勝戦を行
います。優勝者は、優勝賞品の獲得と受領にともなうさまざまな課税について個別に税理専
門家の助言を求めることが推奨されます。
優勝者はアメリカ合衆国に出向いて優勝賞品を受け取るための時間を割くよう求められ
る可能性があります。優勝者は、自らの責任において優勝賞品を受け取るための手配をし、
それにより生じる一切の費用を支払うものとします。優勝賞品を受け取るために必要な交通
費および滞在費を支払うのは優勝者自身です。ただし主催者が優勝賞品の授与に関して費用
や料金を要求することはありません。
肖像権とプライバシー
優勝の候補者は、参加資格の証明ならびに主催者の免責および肖像権の放棄に関する宣誓
供述書（「宣誓供述書」と表記）を作成する必要があります。宣誓供述書において、優勝の
候補者がコンテストへの参加に必要なすべての要件を満たしており、かつ、適用法令に違反
していないことを確認します。優勝の候補者が適用法令その他の法令またはコンテストの規
定もしくは条件に違反していることが明らかになった場合、その候補者は慎重な判断の上で
失格になる可能性があります。失格になった候補者に優勝賞品は与えられません。失格にな
るのは、当該違反によって他のコンテスト参加者より優位に立った場合などです。優勝の候
補者が居住地の法令に照らして成年に達していない場合は、親または法的保護者が当該候補
者が優勝賞品を請求するための宣誓供述書を作成する必要があります。優勝の候補者が未成
年であって、主催者の要請から 5 営業日以内に親または法的保護者が宣誓供述書に署名しな
い場合は、その候補者は失格となります。開催期間のあいだにパズルを解いた次点の参加者
に鍵が与えられ、主催者の承認の受けた上で優勝者として発表されます。同点の候補者が発
生した場合は、技術によって解答可能なパズルを出題して同点決勝戦を行います。
優勝者は、商用か非商用かを問わず、現存するまたは今後考案されるすべての方式または

媒体において自身の肖像、画像、外見、肉声、氏名および／またはそれらにもとづくもしく
はそれらから派生する一切のもの（「肖像等」と表記）についての完全に譲渡可能な、無条
件の、すべての国で使用可能な、無期限の、取消条件のない使用権利および使用許可を適用
法令の範囲内において主催関係者に与えるものとします。優勝者は優勝申請書類作成の唯一
かつ完全な約因として、コンテストの優勝に関するいかなる広報活動にも応じるものとしま
す。優勝者は自身の肖像等の使用に関してさらなる報酬や対価を要求する権利を放棄しこの
権利を行使しないものとします。ただし、放棄が適用法令において禁止されていない場合に
限ります。禁止されている場合は、優勝者は放棄の約因として全優勝賞品のうち主催者が自
由裁量によって決定する割合で一部を受け取ります。優勝者は、放置すれば優勝者の人格権
その他の制定法上または慣習法上の権利が侵害される場合に、それを防ぐための措置を主催
関係者が講じることを承諾するものとします。
主催者は優勝者に対して、適用法令で禁じられていない範囲で本書およびコンテストに関
する広報イベントに出席するように求めることができます。優勝者は、主催者の判断により、
参加資格を確認するために、また、優勝者の氏名または肖像を本書またはコンテストの広告
または広報に使用することで主催者の信用が失墜し、侮蔑を招き、不祥事に巻き込まれもし
くはあざけりを受けることがないかどうか、その他主催者、本書またはコンテストに好まし
くない影響がないかどうかを判断するために主催者の裁量で行われる部外秘の身上調査
（「身上調査」と表記）を認容しこれに協力することが求められます。身上調査は適用法令
に則って行われます。対象者が 18 歳以下の場合には身上調査は行われません。主催者は、
理由に関わらず優勝者に関連する広報活動を行わない権利を有します。
公式ルールに別の定めがない限り主催者は、コンテストに関連して収集した情報を、公式
ウェブサイトに掲載されているプライバシーポリシーに則って使用することができます。コ
ンテストに関連して収集された情報は運営関係者、主催関係者、およびすべての出版者を含
めた主催者のその他の共同事業者（一括して「情報受領者」と表記）の間で共有される可能
性があります。コンテストへの参加をもって参加者は、情報受領者が、コンテストに関連し
て収集された情報を適用法令が許容する範囲において、かつ、当該情報受領者のその時点に
おけるプライバシーポリシーに反しない範囲において、いかなる目的にでも使用できる権利
を有することを明示的に承諾したことになります。運営関係者、主催関係者および主催者の
その他の共同事業者のプライバシーポリシーは、コンテストに適用されるプライバシーポリ
シーと異なっている可能性があります。参加者には、コンテストに関連して訪れる可能性が
あるウェブサイトのプライバシーポリシーを確認することが推奨されます
賠償責任の否認
主催関係者およびすべての出版者ならびにそれぞれの取締役、役員、従業員、および代理
人は、鍵の探索を含めてコンテストに関連する参加者のいかなる行為についても責任を負わ

ないことを明記します。参加者が適用法令に違反したことによって発生した債務もしくは損
害賠償または物的損害については参加者のみが責任を負います。誤解が生じないように明記
しますが、すべての出版者は主催関係者ではありません。
もし参加者の居住地における法令によってこの種の競技イベントが禁止されていたとし
ても、主催関係者またはすべての出版者のいずれも責任を負いません。主催関係者、運営関
係者またはすべての出版者のいずれも、参加者自身または第三者のコンテストに関連した行
為によって参加者に発生するいかなる危険、債務または費用についても関知しません。主催
関係者、運営関係者またはすべての出版者のいずれも、コンテストまたは公式ルールに関連
して参加者に発生するいかなる損害、人身傷害または死亡についても責任を負いません。適
用法令上、偶然的または必然的損害の除外または制限が認められない場合は、当該参加者に
は上記の除外または制限は適用されません。そのような場合でも、関連する関係者の責任は
適用法令の範囲内で可能な限り限定されます。
主催関係者またはすべての出版者のいずれも、個人、集団、団体、企業、観客その他コン
テストに関わるいずれの者にも損害賠償保険を提供しません。
主催関係者、運営関係者およびすべての出版者は以下のことについて一切の責任を負いま
せん。
（1）コンテスト登録時に参加者によって登録された情報が不正確であること。コンテスト
に関する電子データの転送が不完全もしくは不成功またはデータが文字化けし、もしくは順
序が混乱していること。
（2）運営における一切の人為的なミス、技術的な不具合、故障、エラー、不作為、中断、
欠失、欠陥または遅滞。原因に関わらず、コンテストの運営上使用される一切の装置、シス
テム、ネットワーク、回線、衛星、サーバー、コンピューターまたはプロバイダーに関係す
る通信回線の故障。
（3）インターネットにアクセス不能またはインターネットが使用不能なこと。
（4）上記 3 項目のすべての組み合わせ。
（5）参加者その他すべての人のコンピューターまたはモバイル機器に発生した、コンテス
トへ参加しようとしたこと、またはコンテストの関連物をダウンロードしようとしたことに
関係または起因する可能性がある一切の損害。
コンピューターウイルスへの感染、バグ、改ざん、不正な介入、詐欺、技術的な故障、激し
い気象現象（雨、雷雨、洪水または地震その他を含む）、火災、爆発、天変地異、機器の故
障もしくは主催者の合理的な管理能力を超える事象またはコンテストの管理、安全、公正、
品位もしくは適切な運営を害し、もしくは適切な運営に悪影響をあたえるおそれのある事由
その他の理由によってコンテストが完了できなかったとしても、主催者は参加者および第三
者に対する追加の責任を負うことなく単独でコンテストの全部または一部をキャンセル、変
更または延期する権限を有します。

参加者は、主催関係者、運営関係者およびすべての出版者対し適用法令が認める範囲内で、
以下に挙げることに関連して人もしくは物に生じた一切の被害、損害もしくは損失について
あらゆる債務を免責し、損失の補償を求めず、権利を主張せず、請求権を放棄し、訴権を行
使せず、和解もしくは審判の請求をせず、経費を請求せず、調査の請求をせず、損害の賠償
を求めず、費用（弁護士費用、社内弁護士の経費、専門家への支払い、医療費、コンサルタ
ント料、調査費その他の費用を含む）を請求しないものとします。
（1）コンテストの関連物の入手。
（2）コンテストへのあらゆる形での参加または参加への試み。
（3）優勝賞品の受領、所有または使用もしくは不正使用。
（4）コンテストまたはコンテストに関連するすべてのイベントにともなう準備、参加また
は移動。
（5）パズルを単独もしくは共同で解くことに関する他の参加者との合意その他の他の参加
者の行為（そのような行為は本ルールによって禁止されています）。
（6）公式ルール、コンテストに関する公式発表および優勝賞品の獲得者の発表に関する誤
植その他の誤り。
（7）参加者の肖像等の使用または主催関係者、運営関係者、すべての出版者およびそれぞ
れの共同事業者に認められた権利の行使を理由とする名誉毀損、中傷、プライバシーの侵害、
評判を貶める行為または人格権の侵害その他の申し立て。
本ルールに定められた包括的な権利放棄に関し、参加者は本ルールによって明示的に（1）
参加者が理解している、または真実だと信じている事実とは大きく異なる関連事実や状況が
現れる可能性を受け入れ、
（2）この公式ルールに規定された権利放棄に関してカリフォルニ
ア民法 1542 条および同条に類似するあらゆる法律の適用を放棄したものとします。
前述の規定に関わらず、上記の権利放棄が管轄権を有する裁判所によっていかなる理由で
あれ無効または取り消しとされた場合には、参加者はコンテストへの参加をもって以下のこ
とに同意したものとします。
（1）すべての紛争、請求およびコンテストに関連して生じる訴訟原因または賞の授与につ
いては、いかなる形態の集団訴訟も提起せず個別に解決される。
（2）請求、判決および裁定はコンテストへの参加に関する費用を含めて実費についてのも
のに限定される。ただし弁護士費用は含まない。
（3）いかなる状況にあっても、参加者が自ら裁定を受けることは認めらない。参加者は本
ルールの定めにより懲罰的、間接的または結果的損害賠償を請求するすべての権利および損
害額を増加させるすべての権利を放棄したものとする。
優勝賞品が贈呈されたのちは優勝者が優勝賞品の損失または損害についてすべての責任を
負います。主催者は優勝賞品の外観、安全性または性能に関するいかなる説明も保証もしま
せん。

上記の権利放棄は、現時点で存在が明らかになっているものだけでなく、未知および不測
の被害、損害、損失および債務ならびにそれらから生じる結果にもおよんで適用されます。
ルールの解釈と紛争解決
公式ルールの解釈権は主催者にあり、主催者による決定および解釈が最終決定です。公式
ルールの解釈、説明また修正は公式ウェブサイトに掲載された時点でただちに発効します。
参加者はコンテストに参加し続ける限り、または対応したモバイル機器用のアプリもしくは
ウェブサイトを利用する限り上記の解釈、説明および修正を受け入れるものとみなされます。
公式ルールに特段の定めがない限り、公式ルールまたはコンテストに関して参加者と主催
者の間に生じる紛争、請求または論争が他の手段によって解決できないときは、本項の定め
にしたがって仲裁によって審判がなされます。仲裁はニューヨーク州ニューヨーク市に所在
する JAMS によって、その時点における JAMS の Streamlined Arbitration Rules and
Procedure（能率的な仲裁の規則と手順）に従って行われます。この仲裁裁定書にもとづい
て決定をくだすにあたって、管轄権を持つ裁判所が関与することがあります。適用法令が仲
裁に包含することを禁じている請求（「仲裁不可能な請求」と表記）がある場合でも、主催
者と当該参加者は、すべての請求を仲裁にかけた上で、仲裁不可能な請求のみが仲裁に拘束
されず、それを除く他の請求はすべて仲裁によって拘束されることに合意するものとします。
仲裁にかかる費用は、法律に別段の定めがない限り当事者が等分して負担します。公式ルー
ル、コンテストおよびそれらに関連するすべての紛争は、アメリカ合衆国およびニューヨー
ク州の法律に則って処理されます。参加者は、ニューヨーク州ニューヨーク市に所在する州
および連邦裁判所の対人管轄に服し、法廷地の不都合を主張することなくそれらの裁判所を
裁判地とし、仲裁不可能な請求を目的とした訴訟をそれらの裁判所に提起することに合意す
るものとします。
主催者等の免責
適用法令によって認められる最大限の範囲において、参加者は、主催関係者、運営関係者
およびすべての出版者に対してもたらされる、公式ルールまたは参加者がコンテストに参加
したことに全部または一部を問わずいかなる形であれ関連して生じる請求、訴訟原因、債務、
審判、和解、損失、経費、損害賠償および／または法定もしくは衡平法上の費用、契約もし
くは不法行為にもとづく費用（弁護士費用、社内弁護士の経費、専門家への支払い、医療費、
コンサルタント料、調査費その他の費用を含む）その他のあらゆる種類および性質の費用に
ついて、主催関係者、運営関係者およびすべての出版者を防御し、免責することに同意する
ものとします。

参加者が公式ルールに違反し、または、参加者がコンテストに対応するモバイル機器のア
プリもしくはウェブサイトを使用したことに関連する請求が主催関係者、運営関係者または
すべての出版者に対してなされた場合には、参加者は、主催関係者、運営関係者またはすべ
ての出版者を防御および免責し、当該請求に関する一切の債務、損害賠償、損失および合理
的な弁護士費用を含むあらゆる費用について損害を与えないことに同意するものとします。
参加者は、主催関係者、運営関係者およびすべての出版者に対してもたらされる、参加者
のパートナー、友人、家族、関係者、代理人、代表者、従業員、代議員、受託者、管理者ま
たはコンテストに関連して参加者とつながりがあるその他のあらゆる個人もしくは団体に
全部または一部を問わずいかなる形であれ関連して生じる請求、訴訟原因、債務、審判、和
解、損失、経費、損害賠償および／または法定もしくは衡平法上の費用、契約もしくは不法
行為にもとづく費用（弁護士費用、社内弁護士の経費、専門家への支払い、コンサルタント
料、その他の費用を含む）その他のあらゆる種類および性質の費用について、主催関係者、
運営関係者およびすべての出版者を防御し、免責するものとします。参加者が主催関係者、
運営関係者およびすべての出版者に対して負う防御および免責の義務は、参加者および参加
者の関係者に能動的もしくは受動的過失または故意があるときにのみ課されます。この防御
および免責の義務はあらゆる人身傷害、死亡、有形財産の損傷もしくは破壊およびそれに起
因する使用不能による損失または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権もしくは人
格権およびその他の制定法上または慣習法上の権利に対する侵害もしくは妨害に適用され
ます。
参加者は、自らの相続人、遺言執行人、遺産管理人および譲受人が、コンテストに参加し
たことに起因して今後生じる可能性があるいかなる損害賠償、損失、傷害または死亡を理由
とする一切の行為、訴訟原因、請求について、連帯して主催関係者、運営関係者およびすべ
ての出版者を防御および免責することを、彼らを代理して同意するものとします。
本ルールに定められた免責義務に関わらず、主催関係者、運営関係者およびすべての出版
者はそれぞれの選択によって、上記のようなすべての行為に対し自らの費用で独自に防御す
る権利を有することを明記します。
商標と著作権
参加者には著作権および知的財産権に関する法律を順守する責任があります。参加者は、
コンテストにおいて本書または対応するモバイル機器用のアプリもしくはウェブサイトに
掲載されているものはすべて別段の定めがないかぎり著作権法によって保護されており、著
作権者から許可を得るかまたは適用法令によって認められていない限り、著作物の複製、派
生物の作成または販売その他の方法による所有権の移転、貸借もしくはリースまたは上演も
しくは公開展示によって公に流通させてはならないことを理解しなければなりません。

Third Floor Fun, LLC、Endgame、Endgame: The Calling は主催者、主催者の関連会社
またはすべての出版者の商標です。コンテストに関連して使用されるその他すべての商標、
セールスマーク、ロゴ、製品またはサービスの名称はそれぞれの所有者の財産です。
対応するモバイル機器用アプリおよびウェブサイト
参加者は、主催者のウェブサイトおよびモバイル機器用アプリならびにその他一切のソフ
トウェアアプリケーションの使用を管理する規定（一括して「アプリ使用規定」と表記）を
順守することに同意するものとします。主催者の共同事業者、代理人ならびに主催関係者、
運営関係者およびすべての出版者を含む関連会社は、独自のウェブサイト、モバイル機器用
アプリおよびソフトウェアアプリケーションを持っている場合があり、それぞれ別個の規定
によって管理されています。主催者は参加者に対し、コンテストに関連して使用する可能性
がある第三者のウェブサイト、モバイル機器用アプリおよびソフトウェアアプリケーション
について、規定を探して閲覧することを推奨します。参加者がアプリ使用規定またはコンテ
ストに関連する第三者のウェブサイト、モバイル機器用アプリもしくはソフトウェアアプリ
ケーションの規定の順守を怠った場合、コンテストを失格になる可能性があります。
サポート外のブラウザをまたはモバイル機器を使用している場合、ウェブページに（1）
使用しているブラウザまたはモバイル機器がサポート外である旨が表示され、
（2）コンテス
トに参加するにはブラウザをアップデートするか、またはサポート対象のデスクトップ型も
しくはノート型コンピューターを使うように指示されることがあります。同様に、使用して
いる機器がコンテストのコンテンツを閲覧および操作するのに必要な最小構成を満たして
いない場合、コンテンツを見ることができたとしてもそれは意図された形ではないおそれが
あります。現行の主要なブラウザおよび機器をサポートするよう努力はいたしますが、コン
テストの開発後に発表された新しいブラウザおよび機器はサポート外である可能性があり
ます。また、古いブラウザおよび機器にはまったくサポートされていないものもあります。
主催関係者、運営関係者またはすべての出版者はブラウザまたは機器のサポートに関して一
切の責任を負わないものとします。
参加者は、主催者の明示の承諾なしに主催者のアプリケーションまたは対応するウェブサ
イトのコンテンツを公開することはできません。主催者のアプリケーションおよび／または
ウェブサイトに接続し、またはそこで得た情報を用いる場合、参加者は自己の責任において
そこに含まれる情報が正しいかどうか、事前に調べてから情報を信頼することが求められま
す。
主催者のモバイル機器用アプリおよび／またはウェブサイトならびにすべてのリンクは
「現状あるがまま」で提供されます。明示にも黙示にもいかなる保証もされません。参加者

は、主催者のモバイル機器用アプリおよび／またはウェブサイトならびに主催者が提供した
ハイパーリンクでつながるすべてのウェブサイトにおける情報の不正確さ、欠落または有効
性に関して一切の請求権を放棄するものとします。主催関係者はウェブサイトが利用できな
いことに起因するいかなる遅滞についても責任を負わないものとします。インターネットは
その性質上、いつでもエラー、障害および遅滞が発生するおそれがあります。
電子メール、文章、画像、音声その他のコンテンツを主催者のモバイル機器用アプリおよ
び／またはウェブサイトに送信する場合、参加者は、主催者および／または主催者が指名す
る者が当該コンテンツを永久的に保管し主催者のウェブサイトまたはその他のウェブサイ
トもしくは媒体の任意の場所で、報酬または対価を払うことなく使用する権利を有すること
を認めるものとします。
オンラインフォーラム
主催者は Twitter、Facebook、YouTube、Instagram その他の電子的ソーシャルメディア
にフォーラムを設置することがあります（「オンラインフォーラム」と表記）。参加者はオン
ラインフォーラムにコンテストまたは本書に関連した情報やコンテンツを投稿することが
できます。投稿された情報は他の人が見ることができます。オンラインフォーラムは参加者
が非商用で使用するために設置され、合法的でコンテストに関連した適切な情報の交換のた
めに使われます。設置目的に反する使用は厳しく禁じられています。この公式ルールに違反
してオンラインフォーラムを使用した場合、コンテストの参加資格に影響するおそれがあり
ます。
オンラインフォーラムを利用する場合、参加者はオンラインフォーラムのプロバイダーの
規定に加えてオンラインフォームに掲示された主催者の規定にも同意するものとします。参
加者が主催者またはオンラインフォーラムの規定を順守しなかった場合、主催者は単独の判
断によって当該参加者をいずれのオンラインフォーラムからも排除する権限を有します。参
加者は、主催者が前記の権限を持つことに同意するものとします。
その他の規定
コンテストの解答は個別に検証および記録され、安全な場所に厳封の上保管されています。
コンテストは「あるがまま」の形で実施されます。コンテストの解答は、コンテストに対
応するウェブサイト上での発表またはそれに引き続く公式発表で優勝者が決定し承認を受
けたあとで公表されます。
本書に掲載されるすべてのパズルおよび／または開催期間中に配布されるパズルは一般

的な知識にもとづいています。文学作品、映画その他の芸術作品を下敷きにしたパズルであ
っても、主催関係者、運営関係者またはすべての出版者とそれらの文学作品、映画その他の
芸術作品を関連付けたり、結びつけたりまたはそれらを援助したりする性質のものではなく、
またその意図を示唆するものでもありません。
主催者は、コンテストの解答が公開その他の形で広く共有された場合、またはコンテスト
が危険にさらされ、もしくは混乱した場合に、コンテストを修正し、延期し、または終了さ
せる権限を有します。コンテストが途中終了した場合主催者は、どの参加者がコンテスト終
了時点で最も先までコンテストを進めたかを内部的な追跡システムによって判定し、優勝賞
品を授与します。同点の候補者が発生した場合は、技術によって解答可能なパズルを出題し
て同点決勝戦を行います。
何らかの理由によって公式ルールの条項が無効になった場合でも、公式ルールの他の部分
は効力を維持します。公式ルールの英語版と翻訳版の間に食い違いが生じた場合には、英語
版が優先されます。
主催者の連絡先
主 催 者 に 連 絡 を 取 る 必 要 が あ る 場 合 に は 、 250 文 字 以 内 の 電 子 メ ー ル を
questions@endgamerules.com 宛てに送るか、または 250 文字以内の手紙を Endgame Rule
Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 宛て
に送ってください。250 文字を超えた電子メールまたは手紙は読まれません。電子メールお
よび手紙の量が多いため、主催者が必要だと判断したもの以外は返信されない可能性があり
ます。送信者の氏名、電子メールアドレス、住所および電話番号は、通信のたびに毎回記入
してください。
優勝者の氏名を知りたい場合は、返信用の住所が記入され切手が添付された封筒を 2020
年 1 月 31 日までに下記の住所に送付して請求してください。
Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT
06820-4608

THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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