ゼロミート×東海オンエア コラボグッズプレゼントキャンペーン
＜応募規約＞
本応募規約は、大塚食品株式会社(以下「当社」という)が提供する 「ゼロミート×東海オ
ンエア コラボグッズプレゼントキャンペーン」(以下「本キャンペーン」という)に関する
各種応募条件等を規定することを目的としています。本キャンペーンをご利用・ご応募い
ただく際には本応募規約をよくお読みいただき、ご同意いただける場合に限り、ご利用・
ご応募ください。当社は本応募規約の全部または一部を本キャンペーンの応募者(以下「本
応募者」という)に事前に通知することなく、任意に改定することが出来、それらは本キャ
ンペーン全期間に適用されるものとします。
◆キャンペーン概要
Twitter にてゼロミート公式アカウントをフォローして、指定のハッシュタグ「#ゼロミー
トと東海オンエア」
「#ソイミート」
「#（欲しいプレゼント）
」をつけてご応募いただき、抽
選で合計 600 名様に、オリジナルお弁当箱(100 名様)、オリジナルお弁当包み(200 名様)、
オリジナル丼ぶり(100 名様)、オリジナルマグカップ(200 名様)が当たります。
◆応募方法
①ゼロミート公式 Twitter アカウント（@ZEROMEAT_jp）をフォローする。
②本キャンペーン指定の投稿内より、「#お弁当箱が欲しい」「#お弁当包みが欲しい」「#丼
ぶりが欲しい」
「#マグカップが欲しい」のうちいずれかひとつを選択し、それぞれ指定の
ハッシュタグ（「#ゼロミートと東海オンエア」「#ソイミート」「#（欲しいプレゼント）」）
をつけて、キャンペーン期間内に回答をツイートする。
※キャンペーンの応募には、公式アカウントのフォロー及び、②回答の指定ハッシュタグ
「#ゼロミートと東海オンエア」
「#ソイミート」「#（欲しいプレゼント）」をつけたツイー
トが必須条件となります。つけ忘れないようご注意ください。
※リツイートは応募の対象外となりますので、ご注意ください。
※ご当選はお一人様 1 アカウント 1 回のみ有効とさせていただきます。期間中何度でもご
応募いただけますが、ご当選はお一人様につき 1 回のみとさせていただきます。
※複数アカウントをお持ちの場合も、応募は期間中お一人様につき 1 回のみ有効となりま
す。
◆応募期間
2019 年 9 月 12 日(木)19:00～2019 年 10 月 12 日(土)23:59
・但し、本キャンペーンは予告なく変更または中止される場合がございます。
・受付は抽選制です。先着順ではございません。

◆賞品
・オリジナルお弁当箱

100 名様

・オリジナルお弁当包み

200 名様

・オリジナル丼ぶり

100 名様

・オリジナルマグカップ

200 名様

◆応募資格
・日本国内在住で、かつご連絡先・賞品のお届け先が日本国内の方。
・応募規約などの各種規約等にご同意いただける方。
・Twitter アカウントをお持ちの方。
Twitter アカウントをお持ちでない方は、アカウントを新規作成の上で
ご参加をお願いいたします。
・当社又は当社関係会社に勤務の方とその家族及び本キャンペーンの関係者とその家族は
応募できません。
◆当選発表
・キャンペーン終了後に、厳正なる抽選の上、当選者を決定します。
・当選された方のみに 10 月中旬～下旬頃、Twitter のダイレクトメッセージにて当選及び
賞品送付先入力フォーム URL をお知らせします。Web サイトなどで当選者の発表はいた
しません。
※ゼロミート公式アカウントよりご連絡いたしますので、メッセージを受信いただける
よう設定してください。
※ご応募・投稿の際、非公開設定を ON にされている方は、抽選対象外になりますので
ご注意ください。
・当選通知に記載された期日までに賞品送付先情報をご登録ください。
当選通知に記載の期日までにご登録いただけない場合は、
当選を無効とさせていただきます。
・Twitter のダイレクトメッセージによるご連絡は当社からの送信専用となっております。
誠に恐れ入りますがご返信はお受けできませんので予めご了承ください。
・賞品の発送はご登録頂いたご住所あてに事務局より発送させていただきます。
◆注意事項
＜応募について＞
・期間中、お一人様何回でもご応募いただけますが、ご当選の権利はお一人様 1 回と
させていただきます。

・当社社員および、本キャンペーン関係者の応募は受け付けられません。
・キャンペーンにご応募いただいた時点で、本応募規約の全てに同意いただいたものと
みなします。本応募規約に記載のない事項については、当社が最終的な決定権を持つ
ものとします。当社の決定に同意できないときは、本応募者は応募を撤回することが
できます。なお、応募の撤回にともなう費用は、すべて本応募者の負担となります。
・2019 年 10 月 12 日(土)23:59 以降にいただいたツイートは応募無効となります。
・本応募規約に違反する応募が発覚した場合は予告なしに応募を無効とさせて
いただきます。
・同一の方が複数のアカウントで応募されたと当社又は事務局が判断した場合は、
2 件目以降の応募を無効とさせていただきます。
・本キャンペーンの応募にあたり、以下の行為のいずれかに該当、又は当社が該当すると
判断する行為をした場合は、当社の判断で応募を無効とする、又は損害賠償を請求する
ことがございます。
-法令に違反する行為
-犯罪に関連する行為・公序良俗に反する行為
-賞品をキャンペーンの目的とは異なる方法（転売、非難目的を含みます）で
使用する行為
・応募の受付確認に関するお問い合わせはお受けできません。
・ゼロミート公式 Twitter アカウント（@ZEROMEAT_jp）のフォローをはずされている場
合、ユーザーID を変更された場合、アカウントを非公開にされている場合、Twitter を
退会されていた場合は抽選対象外となり、当選をされていた場合も当選を無効とさせて
いただきますので、ご注意ください。
・ご応募後にアカウント名を変更されると、同一アカウントであることの確認ができず
抽選対象外となる場合がございますのでお控えください。
・応募者様本人の都合により当選の連絡ができない場合、メールアドレスの無効化や、
何かしらの理由で当選者とご連絡がとれない場合は、当選を無効とさせていただく場合
がございます。
・当社又は事務局は、当選後に当選者の失格が発覚した場合、当選の取り消し及び賞品の
返還要求を行うことができます。
・郵便・FAX・メールでのご応募は受け付けておりません。
＜賞品の発送について＞
・本キャンペーンの当選については、本応募規約に則って応募され、且つ必要情報を
不備なく入力いただいた方のみが対象となります。
・ご当選者様の住所・電話番号が不明確な場合や、転居による住所変更・電話番号の変更
などの理由により連絡ができない場合、長期不在により賞品をお受取りいただけない

場合は当選を無効とさせていただきます。
・当選の権利は、本人のみ有効で、第三者へ譲渡はできません。
・当選賞品の販売、交換、換金等には応じかねます。
・賞品のオークション等への出品はご遠慮ください。
・抽選および抽選結果に関するご質問等は一切お答えできません。
・失格、落選のご連絡はいたしません。
・賞品の発送先は日本国内に限らせていただきます。
・賞品の発送は 2019 年 11 月上旬～11 月中旬にかけて順次行う予定です。
都合により発送時期は前後する場合がありますので、予めご了承ください。
・当選者の事情や都合による発送期間の延長等の対応はできかねますため、
予めご了承ください。
・賞品の発送は一度限りとし、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、再度の送付
は一切行ないません。郵送上の事故や当選者が賞品を受領できない場合においても、当
社はその責任を負わないものとします。
・賞品の到着後の紛失･破損などにつきましては、当社は一切対応いたしかねます。
＜その他＞
・本キャンペーンはやむを得ない事情により、本キャンペーン日程や内容を予告なく
変更・中止させていただく場合があります。
・当社は本キャンペーンの運営を、キャンペーン事務局に委託する場合があります。
・未成年者が本キャンペーンに応募する場合は、法定代理人(親権者など)の同意が必要です。
未成年者は、事前に法定代理人の同意を得たうえで、ご応募ください。
当社は、未成年者からの応募があった場合には、法定代理人の同意があったものと
みなします。同意なく応募され、何等かの被害や問題が生じた場合は大塚食品株式会社
(以下「当社」という)では一切責任を負いません。
・本キャンペーンの当選者は、同時期に実施されている当社の他キャンペーンには当選
できない場合がございます。
・本キャンペーンへの参加に関連して参加者が何らかの損害を破った場合であっても、
当社は、一切責任を負いません。
・当社は、当選後に当選者の失格が発覚した場合、当選の取り消し及び賞品の返還要求を
行う事が出来ます。
・利用者が本キャンペーンに関連するあらゆる Web サイトを利用する場合、事務局及び
当社は、本キャンペーンに関連するあらゆる Web サイトに掲載される情報の正確性、
合法性、道徳性、最新性、適切性などについて保証することは出来ません。
・事務局及び当社は、本キャンペーンに関連するあらゆる Web サイトを利用したこと、
又は利用が出来ないこと、本キャンペーンに関連するあらゆる Web サイトからのリンク

先を利用したこと、又は利用が出来ないことによって引き起こされた損害その他
本キャンペーンに関連して生じた損害について、直接的又は間接的な損害を問わず一切
責任を負わないものとします。
・本キャンペーンに関するあらゆる事項のお問合せは、本キャンペーン事務局までご連絡
ください。本キャンペーンの期間中、終了後に関わらず、当社の他キャンペーン事務局
への本キャンペーンに関するお問合せにはご対応できません。
・当社は、ネットワークの不具合、コンピューターウイルスの影響及びサーバーへの不正
アクセスなど当社の支配の及ばない理由により、本キャンペーンの円滑な運営、安全性、
公正性等が損なわれると判断したときは、予告なく本キャンペーンを終了もしくは
ルールを変更することができるものとし、それに関連して生じた参加者の損害等に
ついて、一切責任を負いません。
・本キャンペーンへのご参加に関連して参加者が何らかの損害を被った場合であっても、
事務局及び当社は、一切責任を負いません。
◆個人情報の取扱いについて
・お預かりした個人情報は、以下の目的に必要な範囲内において使用いたします。
利用者のご同意がない場合、この目的を超えて使用することはありません。
1.本人確認
2.当選に関する各種連絡
3.賞品の進呈
4.その他、本キャンペーンの遂行に必要な事項
・なお、景品表示法の制限の関係から、重複当選を避ける目的のために、当選者リストを
当社主催の別のキャンペーン懸賞当選者リストと照合することがあります。
・その他の個人情報の取り扱いに関しましては、当社ホームページの
プライバシーポリシーをご参照ください。
(https://www.otsukafoods.co.jp/terms/policy.html)
・本応募規約に定める個人情報の取扱と当社のプライバシーポリシーとの間に齟齬がある
場合は、当社のプライバシーポリシーの規定を優先するものとします。
<個人情報の利用および取得>
個人情報は、その利用目的をできる限り明確にするとともに、その利用目的の達成に必要
な範囲内でのみ取り扱います。
<適正・安全な管理に関するルール>
個人情報を取り扱うにあたっては、漏洩、紛失・損失、毀損・改竄または不正アクセスの
防止、その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

<第三者提供に関するルール>
個人情報は、法令などにより開示を求められた場合を除き、原則として、あらかじめご本
人の同意を得ないで第三者への提供は行いません。
<開示等に応じるルール>
ご本人に関する情報の開示・利用停止などのご請求やその他お客様の個人情報に関する
お問い合わせは、キャンペーン事務局までお願いいたします。
◆推奨環境
本キャンペーンは、PC、スマートフォン、タブレットでご利用ください。
ご利用にあたっては、以下のブラウザを推奨しております。
・Windows : Internet Explorer 11 以降、Google Chrome 最新版、Firefox 最新版
・Macintosh : Google Chrome 最新版、Firefox 最新版、Safari 最新版
・また、スマートフォン、タブレットに関しては、以下の OS を推奨しております。
・Android 4.4 以降
・iOS 9.1 以降
※携帯電話（フィーチャーフォン）からの応募はできません。
※なお、上記内でも一部の環境では表示崩れが起きる場合がございます。ご了承ください。
◆お問合せ
ゼロミート×東海オンエア コラボグッズプレゼントキャンペーン事務局
お問合せ先：info@zeromeat-cp.jp
事務局運営期間：2019 年 9 月 12 日(木)～2019 年 11 月 29 日(金)
お問合せには、営業時間内に対応させていただきます。
営業時間 10:00～18:00、土・日・祝日を除く
※土・日・祝日及び受付時間外にいただいたメールは、翌営業日以降の返信となります。
※お問合せの内容によってはご回答までにお時間を要する場合がございます。予めご了承
ください。
※賞品の発送時期により、事務局期間は前後する場合がございます。

