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Instagram JUKI ロゴ入り生地発売記念！キャンペーン 【応募要項】 
 
 

I. キャンペーン概要 
１. キャンペーン内容 

「JUKI ロゴ入りオリジナル生地」をご購入いただいた皆様、ありがとうございます。 
おかげ様で、大変ご好評をいただいております。 
販売のきっかけは Instagram に寄せられた皆様からのリクエストでした。 
そこで、感謝をこめてキャンペーンを開催致します。 

 
JUKI ロゴ入り生地で作った作品に、ハッシュタグ「#JUKI ロゴ入り生地キャンペーン」をつけて、投稿してくださ
い。 
皆様がどんな作品を作っているのかとても楽しみです。 
お気軽に応募してくださいね♪ 

 
２.  応募方法 
１） STEP1 
公式 Instagram アカウント「@juki_homesewing_jp」（以下、公式アカウント）を検索してフォロー。 

２） STEP2 
「JUKI ロゴ入りオリジナル生地」で作った作品を撮影！ 
ミシンに関係がない作品でも OK です♪ 
 

３） STEP3 
ハッシュタグ「#JUKI ロゴ入り生地キャンペーン」を付けて Instagram に写真を投稿する。 
作品にまつわるエピソードがあればぜひ教えてくださいね♪ 
※お一人様何回でもご応募いただけますが、当選はお一人様一回のみです。 
 

II. 応募要項 
１. 応募期間 

2020年 7月 17日（金）～8月 16日（日） 
 
２. 賞品と当選者数 

賞品：コルクのミシンマット 
当選者数：20名様 
 

３. 当選発表 
厳正な抽選の上、JUKI 株式会社（以下、「当社」といいます）から当選者へのみ、Instagram の公式ア
カウント@juki_homesewing_jp より、2020年 8月 17日(月)以降 7日間以内に Instagram のダ
イレクト投稿機能を使って、個別にダイレクトメッセージをお送りし、当選のご連絡とプレゼント発送に関するご
案内をさせていただきます。 
当選のご連絡の際には、賞品発送のために必要な情報（賞品の発送先に関する情報など）をお伺いしま
す。 

 
 Instagram フォローが解除されダイレクトメッセージが送れない場合は当選を無効とさせていただきます。 
  当選者が Instagram でコメントを受け取ることができない状態であると判断される場合、当選を無効とさ
せていただくことがあります。 

https://www.instagram.com/juki_homesewing_jp/
https://www.instagram.com/juki_homesewing_jp/
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 当選のご連絡後、7 日以内に当選者の氏名、住所、電話番号などの必要情報をご入力いただけない場
合、当選を無効とさせていただきます。 

  入力情報に誤りがあるために賞品を送付できない場合（誤入力の場合を含みます）は、当選を無効とさ
せていただくことがございます。 

  当選者の住所変更、転居先不明、ご不在等により賞品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさ
せていただくことがあります。 

  当選は 1人 1回となります。 
  賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。 

 
４. 応募資格 

応募規約に同意していただいた方。  
 

III. 応募について 
 

JUKI株式会社が Instagramを活用して実施する「JUKIロゴ入り生地発売記念！キャンペーン」（以下、
「本キャンペーン」といいます。）に応募の方（以下、「応募者」といいます。）は、以下をよくお読みいただき、
同意の上応募してください。 
 
本キャンペーンにハッシュタグ” 「#JUKI ロゴ入り生地キャンペーン」を付けて応募された場合には、本規約に
同意したものとみなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。 

 
JUKI 株式会社は、本キャンペーンについて（全部または一部）、応募者に事前に通知することなく変更また
は中止することがあります。なお、必要と判断した場合には、応募者への予告なく本規約を変更できるほか、
本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要な措置をとることができます。 

 
１. 応募規約 

 
  キャンペーン期間内の応募数に制限はございません。何度でもご応募ください。 
  ご応募の際のインターネット接続料および通信費は応募者のご負担になります。 
 ハッシュタグのない投稿は無効です。 
 ご本人が撮影した写真が対象です。 
 Instagram でプライベートモードを OFF にするなど、写真が適切にアップロードされていない場合のご応募
は無効です。 

 指定のハッシュタグをつけて画像を投稿した時点で当社公式 SNS や WEB サイト・動画コンテンツに画像
が掲載される了承がとれているものと見なします。 

 
２. 注意事項 

 
  やむを得ない事情により、賞品の内容、デザイン等が変更になる場合があります。 
 当選の権利を第三者に譲渡または換金することはできません。 
 当選された賞品を交換することはできません。 
 応募の際いただいた応募者の個人情報は、適切なセキュリティを確保して保管し、賞品の発送以外には
使用いたしません。また、応募者の同意無しに業務委託先以外の第三者に開示・提供いたしません（法
令により開示を求められた場合を除きます ）。 

 当選者からいただいた個人情報は賞品の発送およびお問い合わせ対応のため、1 か月間は保管し、その
後速やか破棄させていただきます。 

 お使いの端末の「Instagramの通知設定（プッシュ通知）」をオンにしてください。 
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 投稿の非公開設定を ON にされている方は、応募対象外になります。 
 当社は、本キャンペーンの全部または一部について、応募者に事前に通知することなく変更または中止す
ることがあります。 

 必要と判断した場合には、応募者への予告無く利用規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正な運
用を確保するために必要な措置をとることができます。 

 本キャンペーンは Instagramが支援、承認、運営、関与するものではありません。 
 
３. 禁止事項 

 
本キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止します。 
JUKI 株式会社は、応募者が以下に該当する行為を行ったと判断した場合は、応募作品の投稿データの非
掲載・掲載後削除等の対応をとる場合があります。 
なお、不掲載・削除等の理由は一切開示いたしません。 
 
(1) 本規約に違反する行為 
(2) 本キャンペーンの運営を妨げる行為 
(3) 他人に迷惑、不利益、損害または不快感を与える行為 
(4) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為 
(5) 他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 
(6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為 
(7) JUKI株式会社が本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断する行為  
(8) JUKI株式会社が悪質または不適切であると判断する行為 
(9) わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為 
(10) 営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為 
(11) 公序良俗に反する行為 
(12) Instagramの利用規約・法令に違反する行為 
(13) その他、前各号に類する行為 

 
 
４. 免責・その他 

 
本キャンペーンは、細心の注意を払って運営をしていますが、提供する情報、プログラム、各種サービス、その他
本キャンペーンに関するすべての事項について、その完全性、正確性、安全性、有用性等について、いかなる
保証もするものではありません。 

 
また、応募者または第三者が被った以下の場合の損害については、弊社は責任を負いません。  

 
(1) 本キャンペーンへの参加、応募に際して、ソフトウェア・ハードウェア上の事故、火災、停電、通信環境
の悪化等の非常事態が発生した場合。 

(2) 本キャンペーンにおけるシステムの保守を定期的あるいは緊急に行う場合。 
(3) 応募者間または応募者と第三者の間におけるトラブル・損害等が生じた場合。 
(4) 例えば、投稿写真内で確認できる対象物によって肖像権等の第三者の権利侵害があった場合 
(5) 第三者による本キャンペーンのサービスの妨害、情報改変などによりサービスが中断もしくは遅延し、何
らかの欠陥が生じた場合。 

(6) 弊社が推奨する環境以外から本キャンペーンに応募したために弊社が情報を完全に取得できない場
合。 

(7) 故意または重過失なくして本キャンペーンが提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場
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合。 
(8) 弊社が応募者と一定期間連絡がつかない場合。 

 
 
 

IV. 個人情報の取り扱いについて 
 
ご記入、または送信いただいた個人情報は JUKI 株式会社が本キャンペーン当選者への賞品の発送、本キャンペー
ンに関する諸連絡に利用するほか、商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させ
ていただきます。 
 
お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令等
により開示を求められた場合を除く） 
 
但し、JUKI 株式会社は、以下の場合に限り、本規約の個人情報の取扱いに係る規定遵守及び目的外使用の禁
止を義務付けたうえで以下の相手先に必要最小限の情報を開示できるものとします。 
①賞品の発送を委託する場合の運送委託先 
②キャンペーン事務を委託する場合の JUKI販売株式会社（関連企業） 
 
なお、お客様の個人情報は JUKI株式会社の個人情報保護方針に基づき安全かつ適切に管理いたします。 
 

V. キャンペーンに関するお問い合わせ 
JUKI株式会社 縫製機器＆システムユニット 家庭用ミシンカンパニー マーケティング部 
公式 Instagram アカウント「@ juki_homesewing_jp」へお問い合わせください。 
 

以上 

https://www.instagram.com/juki_homesewing_jp/
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