Japanese follows the English

CALL-FOR-PROPOSAL RULES

1.

By submitting an Application, Applicants warrant that no information provided as part of the
Application IS OR can be deemed confidential OR proprietary, considered a trade secret or
privileged.

2.

Applicant acknowledges and agrees that a confidential relationship is not established or implied
by JBI’s and/or Takeda’s acceptance or consideration of an Application. All submissions are
voluntary and submitted on a non-confidential basis only. Applicant acknowledges and agrees
that JBI and Takeda, their parent company, affiliates or partner to this Call-for-Proposal shall
have the right to consider all information disclosed in the Application as non-confidential and
have the right to disclose all such information to its internal employees and consultants and to
any third party, at any time and for any purpose.

3.

The Call-for-Proposal will be announced via email, press release and/or a social media post
(collectively, the “Call-for-Proposal Announcements”). A Call-for-Proposal Announcement will
include how to apply, the application deadline and the award for that Call-for-Proposal. All
information contained in a Call-for-Proposal Announcement is incorporated herein by reference. To
the extent that there is a conflict between a Call-for-Proposal provision of the Call-for-Proposal
Announcement and these Terms, these Terms shall prevail with respect to such provision.

4.

WHO CAN PARTICIPATE: Applications should only be submitted by authorized representatives
of Applicant applying for the Call-for-Proposal. To qualify, each Applicant must submit an innovative
idea under one of the following categories:
(i) lung cancer,
(ii) healthy baby,
(iii) myopia,
(iv) healthy aging; and
(v) neuroscience

5.

Applicants are responsible for complying with any company policies related to participating in
programs of this nature, including, but not limited to obtaining any necessary consents from their
company to participate and to provide the information required for the Application and to submit it.

6.

WHO CANNOT PARTICIPATE: While all potential applicants are encouraged to apply, those that
are HCPs, GOs or any organization affiliated with either will be subjected to additional review and

may not be ultimately eligible to participate or to receive the award. If an Applicant is ultimately not
eligible to participate or able to receive the award, we encourage potential Applicants to still apply as
they may be considered by JBI and Takeda for future opportunities, separate and apart from the Callfor-Proposal.

JBI and Takeda reserve the right to limit or restrict participation by any person, at any

time, for any reason, including, but not limited to, due to government sanctions and restrictions on
transactions or other activities with certain countries, individuals and entities.
7.

HOW TO SUBMIT AN APPLICATION: The Applicant shall complete and submit the Application
via the website portal for receiving all Applications in connection with the Call for Proposal as
designated by the Parties. You represent that all information provided as part of the Application is
truthful and accurate. All Applications become the property of JBI and Takeda. All Applications
must be received by the deadline stated.

8.

By submitting an Application, Applicants represent and warrant that:
a)

all information contained in the Application is original to the Applicant or the Applicant has
secured all rights to submit the Application;

b)

no information is or can be deemed confidential or proprietary, considered a trade
secret or privileged;

c)

neither the Applicant’s Application nor JBI’s and/or Takeda’s use of the Application (or
information contained thereon), in whole or in part, violates the right(s) of any third
party;

d)

all activities of an Applicant’s business initiative are lawful;

e)

the Application does not contain offensive or libelous material, is truthful and not
misleading;

f)

the Applicant has considered and complied with all contractual and/or confidentiality
commitments that may be applicable to his/her Application, including compliance with
(local) privacy laws and regulations, business privacy policies, data use policies, policies
governing disclosure of company information, agreements with third parties, and any other
company policies or commitments that may be applicable; and

g)
9.

Applicant has submitted the Application in accordance with these Call-for-Proposal Rules.

Applicant understands and agrees to be responsible for applying for any necessary intellectual
property protections in connection with any information provided as part of the Application,

including, but not limited to, any patents, prior to submitting the Application. Applicant
acknowledges and agrees that JBI and Takeda are not responsible and will have no liability for
any claims or actions associated with Applicant’s failure to do so.
10. Each Applicant understands and acknowledges, to the extent permitted by law, that: a) JBI and
Takeda have wide access to ideas, designs, protocols, methodologies and other materials
(collectively, “Ideas”), and those new Ideas are constantly being submitted to it or being
developed by their own employees; ii) many Ideas may be competitive with, similar to, or
identical to content in the Application and/or each other in concept, approach, format, or other
respects; b) Applicant will not be entitled to any compensation as a result of JBI's and/or
Takeda’s development or use of any such similar or identical material that has or may come to
JBI and/or Takeda, or any of them, from other sources. Except where prohibited by law, each
Applicant acknowledges and agrees that JBI and Takeda do not now and shall not have in the
future any duty or liability, direct or indirect, vicarious, contributory, or otherwise, with respect
to the infringement or protection of the Applicant or any third party’s copyright, patent or other
intellectual property right in and to the submission. Finally, to the extent permitted by law, each
Applicant acknowledges that, with respect to any claim by Applicant relating to or arising out of
any JBI's and/or Takeda’s actual or alleged exploitation or use of any Application or other
material submitted in connection with the Call-for-Proposal, the damage, if any, thereby caused
to the applicable Applicant will not be irreparable or otherwise sufficient to entitle such
Applicant to seek any injunctive or other equitable relief or in any way enjoin, otherwise
interfere with, delay, or interrupt the production, distribution, exhibition, or other exploitation
of any production based on, or allegedly based on, the Application, and, to extent permitted by
applicable law, Applicant’s rights and remedies in any such event shall be strictly limited to the
right to recover reasonable and documented out-of-pocket costs associated with entering the
Call-for-Proposal, if any, in an action at law.
11. PRIVACY: JBI and Takeda are committed to protecting the privacy of Applicants.
12. JBI and Takeda shall use and take care of any personal information you supply to it in accordance with
their respective privacy policies and in accordance with data protection legislation. By submitting an
application, limited personal information about your application, such as your name and your basic
business contact details as representative from the applicant company can be requested for the
evaluation of your application and award handling only. By submitting an Application, the Applicant
agrees to this transfer. The collection, retention, usage and distribution of any personal information
included in the Application in order to process and contact the Applicant for the purposes is outlined
in the paragraphs below.

Your personal information will not be shared with 3rd parties nor will it be used for any other purpose,
unless you gave your explicit consent or did opt-in to receiving (marketing) communications from JBI
and Takeda, their parent company, affiliates or partners. Your personal information will not be kept
for longer as strictly necessary and JBI and Takeda, their parent company, affiliates or partners will
delete any personal information it might become aware after evaluation of applications and awarding
the award or in the event you decide to opt-out for future (marketing) communications.
13. APPLICANT SCREENING AND SELECTION:
a)

Applications submitted for the Call-for-Proposal will be reviewed by representatives of JBI
and Takeda, their parent company, affiliates or partners. Eligible Applications received
during the Call-for-Proposal period will be reviewed for eligibility and eligible Applications
will be judged based on several criteria including without limitation: project for which the
Applicant proposes to use the award, strategic fit, and Applicant’s proposal for how the
award will be utilized for the Applicant’s project;

b)

Certain number of Applicants will be selected to work with Takeda and JBI to further shape
their proposal/research plan, in preparation of the further review; and

c)

The ultimate Participants will be determined among the Selected Applicants by JBI or
Takeda respectively according to their Interested Area. Decisions of JBI or Takeda are final
and binding in all matters. The Participants will be announced on the date specified in the
Call-for-Proposal Announcement.

14. AWARD: The Award will be set forth in the Call-for-Proposal Announcement. The exact value of
the Award will be provided to the Participants at time of notification. The Award may not be
substituted, assigned or transferred or redeemed for cash, however JBI and Takeda reserve the right, at
its sole discretion, to substitute an award (or portion thereof) with one of comparable or greater value.
JBI and Takeda, their parent company, affiliates or partners also reserve the right to not provide any or
all of the award and or revoke any such Award or a portion of it, at any time, for any reason, acting in
its sole and absolute discretion. The Participants are responsible for all applicable federal, state,
provincial and local taxes, if any, as well as any other costs and expenses associated with award
acceptance and use not specified herein or in the Call-for-Proposal Announcement as being provided.
15. PUBLICITY GRANT: By submitting an Application, each Participant agrees to the use by
JBI/Takeda and its designees of Applicant’s name, company name, trademarks and logos, city and
province/state of residence, images and/or likenesses for advertising and publicity purposes, in any
manner, in any and all media, now or hereafter known, worldwide in perpetuity, without compensation

(unless prohibited by law) or additional consents and without prior notice, approval or inspection, and
to execute specific consent to such use if asked to do so.
16. RELEASE OF LIABILITY: By submitting an Application, to the extent permitted by law,
Applicants agree to release, discharge, hold harmless and indemnify JBI/Takeda, its parent, affiliates,
subsidiaries, and advertising and promotion agencies, and the respective officers, directors,
shareholders, employees, agents and representatives of the foregoing (collectively, “Released
Parties”) from any and all injuries, liability, losses and damages of any kind (including, without
limitation, arising from claims based upon invasion of privacy, defamation, or right of publicity) to
persons, including death, or property resulting, in whole or in part, directly or indirectly, from
Applicant’s participation in the Call-for-Proposal and/or the use of the award or any Released Party’s
use of any information provided as part of the Application.
17. TAX INDEMNITY: Participants are responsible for and will indemnify and hold JBI and Takeda,
their parent company, affiliates or partners harmless for all applicable federal, state, provincial and
local taxes, if any, as well as any other costs and expenses associated with the award, award acceptance
and use.
18. DUE DILIGENCE REVIEW: As an Applicant of this Call-for-Proposal, you may be asked to
participate in a due diligence review.

The purposes of the review are to ensure that you comply with

all applicable anti-corruption policies and anti-corruption laws, which is a requirement for any
Participant.
19. GENERAL CONDITIONS: To the extent permitted by law, Released Parties are not responsible for
lost, late, incomplete, damaged, inaccurate, stolen, delayed, misdirected, undelivered or garbled
Applications; or for lost, interrupted or unavailable network, server, Internet Service Provider (ISP),
website, or other connections, availability or accessibility or miscommunications or failed computer,
satellite, telephone or cable transmissions, lines, or technical failure or jumbled, scrambled, delayed,
or misdirected transmissions or computer hardware or software malfunctions, failures or difficulties,
or other errors or difficulties of any kind whether human, mechanical, electronic, computer, network,
typographical, printing or otherwise relating to or in connection with the Call-for-Proposal or the
Application process, including, without limitation, errors or difficulties which may occur in connection
with the administration of the Application process or in any Application and Call-for-Proposal-related
materials. Released Parties are also not responsible for any incorrect or inaccurate information,
whether caused by site users, tampering, hacking, or by any equipment or programming associated
with or utilized in the Application process or the Call-for-Proposal. Released Parties are not
responsible for injury or damage to any person's computer related to or resulting from participating in
this Application process or downloading materials from or use of the website. Persons who tamper
with or abuse any aspect of the Application process or website, who act in an unsportsmanlike or

disruptive manner or who are in violation of these Terms, as solely determined by JBI and Takeda,
will be disqualified. JBI and Takeda reserve the right at its sole discretion to suspend, modify or
terminate the Application process at any time and for any reason. CAUTION: ANY ATTEMPT TO
DELIBERATELY DAMAGE THE WEBSITE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION
OF THE APPLICATION PROCESS MAY BE IN VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS
AND SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, JBI AND TAKEDA RESERVES THE RIGHT
TO SEEK DAMAGES AND OTHER REMEDIES (INCLUDING ATTORNEYS’ FEES) FROM
ANY SUCH INDIVIDUAL TO THE FULLEST EXTENT OF THE LAW, INCLUDING CRIMINAL
PROSECUTION. Void where prohibited by law. Call-for-Proposal is subject to all applicable federal,
provincial, state and local laws.

Call-For-Proposal に関する規則

本規則は、原文である Call-For-Proposal Rule（英文）を参照用に和訳したものであり、英文と
和文との間に相違・矛盾がある場合には、英文が優先されるものとする。

1.

応募者は、当該応募にあたり提出された一切の情報が秘密情報もしくは専有情報に当たらな
いこと、また営業秘密もしくは秘匿特権情報とは認められないことを保証する。

2.

応募者は、Janssen Biotech, Inc.(JBI)および武田の両方または一方が申込を受理または検討
したとしても、秘密保持を約束あるいは示唆するものではないことを確認し、これに同意す
る。応募者は、本申込内容が自発的に提出され、秘密情報を含まないことを確認する。JBI
および武田、それらの親会社、関係会社または本 Call-For-Proposal の協業先が本申込で開
示された一切の情報が秘密情報に当たらないものとして取り扱う権利を有し、これらの従業
員およびコンサルタントならびに第三者に、随時、あらゆる目的で、それら一切の情報を開
示する権利を有することを、応募者は確認しこれに同意する。

3.

本 Call-For-Proposal 事業は、電子メール、プレスリリースやソーシャルメディアへの投稿に
より発表される（以下「Call-For-Proposal 事業の発表」と総称する）。Call-For-Proposal 事
業の発表には、応募方法、応募期限および本 Call-For-Proposal の助成内容が含まれる。CallFor-Proposal 事業の発表に記載の情報はいずれも、参考として本規則に組み入れるものとす
る。Call-For-Proposal 事業の発表に記載の規定と本規則に記載の条件との間に矛盾がある場
合、本規則の条件が当該規定に優先されるものとする。

4.

参加資格：申込書の提出は、本 Call-For-Proposal の申請団体の正式な代表者によるものとす
る。また各応募者は以下のいずれかの分野で革新的な提案を行うものとする。
(vi) 肺がん
(vii) 乳幼児アレルギー
(viii) 近視
(ix) 健康長寿
(x) ニューロサイエンス

5.

応募者は、応募者の所属する団体（会社、大学、研究機関など）の方針やルールを遵守する
責任を負う。これには、本 Call-For-Proposal への参加や、申込に必要な情報の提供ならびに
申込書の提出について、団体の同意を得ることを含むが、これらに限定されない。

6.

申込に関しての注意点：申込が可能であればいかなる者も申込むことを奨励されるが、医療
従事者、政府職員またはそのいずれかの関連団体は、申込後に実施予定のコンプライアンス
関連アンケートの審査結果により、最終的に参加資格を得られない、または助成を受けられ
ない可能性がある。応募者が最終的に参加資格を得られない、または助成を受けられないと
しても、今回の Call-For-Proposal 事業とは別に、将来、共同研究を含むコラボレーションの
機会について JBI および武田による検討の対象となる可能性があるため、申込が可能であれ
ば申込むことを奨励する。JBI および武田は、随時、何らかの理由（特定の国、個人および
団体との取引またはその他活動に対する政府による制裁および規制を含むが、これらに限定
されない）により、いずれかの者による参加を制限する権利を留保する。

7.

申込書の提出方法：応募者は、申込書を指定のウェブサイトを通して提出するものとする。
応募者は、今回提供する情報がいずれも真実かつ正確であることを保証する。提出された申
込書は全て、JBI および武田の所有物となる。申込書は必ず、指定された期日までに提出し
なければならない。

8.

応募者は、申込書の提出に際して、以下の各事項について保証する。
h)

申込書に記載される情報は全て、応募者独自の情報であるか、または応募者が当該
申込書を提出するにあたりあらゆる権利を有しているものである。

i)

いかなる情報も、秘密情報もしくは専有情報に当たらないこと、また営業秘密また
は秘匿特権情報とは認められないこと。

j)

応募者による申込も、JBI および武田またはそのいずれかによる申込書（または申
込書に記載される情報；全部であるか一部であるかを問わない）の使用も、第三者
の権利を侵害しない。

k)

応募者の事業および研究活動はいずれも合法である。

l)

申込書には侮辱的または中傷的な内容は記載されておらず、申込書の内容は真実で
あり誤解を生じさせるものではない。

m)

応募者は、申請する際に適用される可能性のあるあらゆる契約上の義務や秘密保持
義務について内容を考慮し、当該義務を遵守している。当該義務には、（現地の）
プライバシー法令、商取引上のプライバシー法令、データ使用法令、団体情報の開
示に関する法令、第三者との契約、およびその他、適用される可能性のある団体の
規則または義務の遵守が含まれるが、これらに限定されない。

n)

応募者は、本「Call-For-Proposal に関する規則」に従って申込書を提出する。

9.

応募者は、申込書の提出前に、今回提供する情報に関連して必要となる知的財産の保護（特
許を含むが、これに限定されない）の申請を行う責任を負うことを理解し、これに同意する。
応募者は、自らが知的財産の保護を申請しなかったことに起因する請求または訴訟につい
て、JBI および武田はいかなる義務または責任も負わないことを確認し、これに同意する。

10. 各応募者は、法律により認められている範囲で、以下のことを理解し、確認する：a）JBI お
よび武田は、アイディア、デザイン、プロトコール、方法論およびその他資料（以下「アイ
ディア」と総称する）を幅広く入手することができ、JBI および武田の従業員が絶えず新た
なアイディアを各応募者に提示するかまたは発展させていること；b）多くのアイディアが、
コンセプト、アプローチ、形態またはその他の点で、申込書の内容と、または相互に、競合
するか、類似しているかまたは同一である可能性があること；c）応募者 JBI および武田も
しくはそのいずれかが、既に入手している、もしくは入手する可能性があるか、または他の
情報源から得られる資料であって、上記と類似のまたは同一の資料を作成または使用したと
しても、応募者が補償を受ける権利を応募者が有しないこと。法律で禁止されている場合を
除き、各応募者は、JBI および武田が現在または将来においても、提出物に関する応募者ま
たは第三者の著作権、特許またはその他知的財産権の侵害または保護について、直接的にも
間接的にも、代理人としても、寄与的にも、またはその他の形でも、一切義務または責任を
負わないことを確認し、これに同意する。最後に、法律で認められる範囲で、各応募者は、
JBI および武田またはそのいずれかが本 Call-For-Proposal 事業に関連して提出された申込
書またはその他資料を実際に利用もしくは使用したこと、またはその疑いに関連または起因
する、応募者による請求に関して、当該利用または使用により当該応募者に発生した損害
（発生した場合）が、回復不能なものではないか、または差止命令もしくはその他エクイ
ティ上の救済を求める権利を得るほどのものではなく、当該申込書に基づく（もしくはそれ
に基づくと主張されている）製造、販売、展示もしくはその他製品の利用を何らかの形で阻
止もしくは妨害、遅延もしくは中断しないことを、法律で認められる範囲で、各応募者は認
める。また、法律で認められる範囲で、応募者は、上記の場合における応募者の権利および
救済手段が、本 Call-For-Proposal 事業への参加に関連する合理的な実費のうち、文書にて
証明することのできる実費（発生した場合）を訴訟にて回収する権利が厳格に制限されるこ
とを認める。
11. プライバシー：JBI および武田は、応募者のプライバシーを保護する義務を負う。
12. JBI および武田は、応募者から提供された個人情報を各社のプライバシー規則およびデータ
保護法令に従って使用、管理するものとする。応募者は、申込書を提出することにより、申
込に関する一定の個人情報（自身の氏名および申込団体の代表者としての業務連絡先等）を、
申込内容の評価および助成手続きを目的として求められるものとする。応募者は、申込書を
提出することにより、上記による個人情報の譲渡に同意する。上記目的の手続きおよび応募

者との連絡のために申込書に記載される個人情報を収集、保持、使用および配布することに
ついて以下に概要を示す。
応募者が明示的に同意しない限り、または JBI および武田、その親会社、関係会社もしくは
協業先からの（マーケティング用の）連絡を受領することを応募者が選択しない限り、応募
者の個人情報は、第三者と共有されず、他の目的で使用されることはない。また応募者の個
人情報は、厳密に必要な期間を超えて保管されることはなく、JBI および武田、その親会社、
関係会社または協業先は、申請内容の評価後および受賞者の発表後に、または応募者が（マー
ケティング用の）連絡を受けないことを希望した場合には、応募者の個人情報を削除する。
13. 応募者の審査および選定：
d)

本 Call-For-Proposal のために提出された申込書は、米国へまたは米国から転送され
る可能性があり、JBI および武田、その親会社、関係会社または協業先の代表者が
当該申込内容を審査する。本 Call-For-Proposal 期間中に受領し、条件を満たした申
込書は、その内容を審査される。応募者内容は、複数の基準（応募者が助成金の使
用を予定しているプロジェクト、戦略上の適合性、および応募者のプロジェクトへ
の助成金の活用方法を含むが、これらに限られない）に基づき審査される。

e)

一定数の応募者が選定され、さらなる審査の準備として、武田と JBI と協力して各
自の提案・研究計画をさらに精緻化する。

f)

最終的な受賞者は、選定された応募者の中から JBI および武田が各社の関心分野に
応じてそれぞれ決定する。JBI または武田の決定は最終的なものであり、あらゆる
事項について法的拘束力を有する。参加者は、Call-For-Proposal 事業の発表に記載
された期日に発表される。

14. 助成：助成内容は、Call-For-Proposal 事業の発表に記載される。助成内容は公表時に参加者
に通知される。助成内容を代用、譲渡、移転、または換金することはできないが、JBI およ
び武田は、自己の裁量にて、助成内容（またはその一部）を同等以上の価値のものに変更で
きる権利を有する。また JBI および武田、その親会社、関係会社またはパートナーは、自己
の絶対的な裁量にて、随時、理由の如何を問わず、助成内容の一部もしくは全部を提供しな
い権利または助成もしくはその一部を取り消す権利を留保する。参加者は、適用されるあら
ゆる連邦、州、地方および地域の税金（課される場合）、ならびに助成の受領および本規則
または Call-For-Proposal 事業の発表に記載される給付目的以外の使用に関連するその他の諸
費用について、責任を負う。
15. 公表の許可：各参加者は、申込書を提出することにより、JBI および武田ならびにその受託
者が、宣伝および広報目的においては、いかなる方法によっても、現在または今後知られる

あらゆる媒体にて、世界各国で永続的に応募者の氏名、団体名、商標およびロゴ、居住都市・
地方・州情報、画像や肖像を無償で（法律により禁止されている場合を除く）または追加の
同意および事前の通知、承認もしくは調査なく、使用することに同意し、依頼された場合に
はその使用に対する明示的な同意書を作成することに同意する。
16. 責任の免除：応募者は、申込書を提出すること、本 Call-For-Proposal への参加や助成の利用
による、または JBI および武田、その親会社、関係会社、子会社ならびに広告・宣伝代理店
およびそれらの役員、取締役、株主、従業員、代理人および代表者（以下「免責当事者」と
総称する）が申込時に提供された情報を使用したことを主要なまたは部分的な原因とする、
直接または間接的に発生した人（死亡も含む）および財産への一切の被害、責任、損失およ
び損害（プライバシーの侵害、名誉毀損またはパブリシティー権の侵害に基づく請求に起因
するものを含むが、これらに限定されない）について、法律により認められた範囲で、免責
当事者の責任を免除し、解除し、免責当事者に損害を与えず、免責当事者に補償することに
同意する。
17. 税金の補償：参加者は、適用されるあらゆる連邦、州、地方および地域の税金（課される場
合）ならびに助成、その受領および使用に関連するその他の諸費用について責任を負い、そ
れらについて JBI および武田、その親会社、関係会社または協業先に補償し、それらの者に
損害を与えない。
18. デューディリジェンス調査：応募者は、本 Call-For-Proposal の応募者として、デューディリ
ジェンス調査に参加するよう依頼される可能性がある。当該調査の目的は、応募者に義務付
けられるあらゆる腐敗行為防止方針および腐敗行為防止法を遵守していることを確認する
ことである。適用されるあらゆる腐敗行為防止方針および腐敗行為防止法を遵守しているこ
とは参加者の要件である。
19. 一般条件：法律により認められる範囲で、免責当事者は次の事項について一切の責任を負わ
ないものとする。申込書の紛失、提出遅延、記入漏れ、汚損、不正確な内容、盗難、配達遅
延、誤送付、未配達もしくは取り違え、またはネットワーク、サーバー、インターネットサー
ビスプロバイダー（ISP）、ウェブサイトもしくはその他接続、可用性もしくはアクセス可能
性の喪失、中断もしくは利用停止、もしくは伝達不良、コンピューター・衛星・電話・ケー
ブル伝送・回線の不具合、もしくは技術的な不具合、伝送の混乱、スクランブル、遅延もし
くは伝送先の誤り、もしくはコンピューターハードウェア、ソフトウェアの誤動作、故障、
トラブル、あるいはその他あらゆる種類のエラーもしくはトラブル（人為的であるか機械的
であるか電子的であるか、コンピューターもしくはネットワークによるものか、誤植である
か、印刷によるかまたはその他本 Call-For-Proposal もしくは申込過程や申込過程の管理にお
いて、または申込書もしくは本 Call-For-Proposal 関連の資料において起こりうる誤りまたは
トラブルを含むが、これらに限定されない）について、一切責任を負わない。免責当事者は
さらに、不正確な情報（サイトユーザーによるか、改ざんもしくはハッキングによるか、ま

たは申込過程または本 Call-For-Proposal に関連するか、もしくはそれらに利用される機器も
しくはプログラミングによるかを問わない）についても責任を負わない。免責当事者は、申
込過程への参加またはウェブサイトからの資料のダウンロードもしくはウェブサイトの使
用に関連もしくは起因するいかなる者のコンピューターの損傷もしくは損壊についても責
任を負わない。申込過程もしくはウェブサイトのいずれかの要素を改ざんまたは悪用した
か、公正でない行為もしくは妨害的な行為を行ったか、または本規則の条件に違反している
と JBI および武田が判断した者は不適格となる。JBI および武田は、理由の如何を問わず、
随時、自己の裁量にて、申込過程を停止、変更または終了する権利を留保する。注意：ウェ
ブサイトまたは申込過程の正当な運営を故意に損なおうと試みた場合、刑法および民法の違
反となる可能性があり、そのような試みが行われた場合、JBI および武田は、法律で認めら
れる最大の範囲で、その試みを行った個人に対し損害賠償またはその他救済手段（弁護士費
用を含む）を求める権利（刑事訴追を含む）を留保する。本 Call-For-Proposal は、法律で禁
止されている場合には無効となる。本 Call-For-Proposal は、適用されるあらゆる連邦、地方、
州および地域の法律に従うものとする。

