
「ららぽーと富士見 試着室投稿キャンペーン」応募規約 

 

ららぽーと公式 Instagram アカウント:「@lalaport_official」 

※企業や店舗の公式アカウントを装った偽アカウントが増えております。 

当キャンペーンに関するご案内およびご連絡については、上記公式アカウントかどうかご

確認ください。 

 

■キャンペーン概要 

【キャンペーン期間】 

2021 年 9 月 6 日（月）10:00 ～ 2021 年 9 月 26 日（日） 23:59 までの投稿を有効としま

す。 

（期間は予告なく変更する場合がございます。） 

 

【キャンペーン概要】 

対象店舗の試着室等にて写真を撮って「＃ららぽーと富士見試着室投稿 CP」、撮影した店

舗名のハッシュタグ(「＃LUCA」「＃RODEOCROWNSWIDEBOWL」「＃OPAQUECLIP」

「＃framesRAYCASSIN」のいずれか)2 つのハッシュタグをつけて Instagram で投稿してい

ただいた方の中からベストショット賞を選出。 

選ばれた方には、ららぽーと共通お買物・お食事券を最大 10,000 円分プレゼント。 

※店長賞 10,000 円分、副店長賞 5,000 円分を後日進呈させていただきます。 

※やむを得ない事情により、賞品の内容等が変更になる場合があります。 

 

【応募方法】 

以下の手順に従って、ご応募いただけます。 

1.Instagram アカウント「【公式】三井ショピングパーク ららぽーと（@lalaport_official）」

をフォロー。 

2.ららぽーと富士見の対象店舗試着室で写真を撮影。 

3.撮影した写真と指定の「＃ららぽーと富士見試着室投稿 CP」、撮影した店舗名のハッシュ

タグ ( 「＃ LUCA 」「＃ RODEOCROWNSWIDEBOWL 」「＃ OPAQUECLIP 」「＃

framesRAYCASSIN」のいずれか)を付けて Instagram に投稿。 

 

【当選結果】 

・ご応募いただいた投稿を各対象店舗にて審査の上、当選者を決定いたします。 

・当選者の方へはキャンペーン終了後、2021 年 10 月末頃に三井不動産商業マネジメント

株式会社から Instagram のダイレクトメッセージ機能より当選のご連絡をさせていただき

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。）  



・当選通知のダイレクトメッセージ（以下、当選通知）本文中にお客様情報をご登録いただ

くフォーム URL を記載いたしますので、情報のご登録をお願いいたします。必要な情報を

ご登録いただくことで「当選確定」となります。 

・当選通知に記載のお客様情報登録期限までにご登録いただけなかった場合や、当選者の氏

名、アカウント名など必要な情報をご入力いただけない場合には当選権利の取り消しとな

りますのでご注意ください。 

また、ご登録された情報に誤りがあるために当選者の確認ができない場合や、誤操作など何

らかの理由により入力された情報が当社に届かない場合、当選を無効とさせていただくこ

とがございます。あらかじめご了承ください。 

 

【賞品お受け取り方法】 

・当選通知に記載されている期日までに、ららぽーと富士見 2F 総合案内所までお越しく

ださい。 

・賞品のお渡しの際は、当選された Instagram アカウントの当選通知 (当選者様本人の携帯

電話・タブレット PC などで画面をご提示)および当選された Instagram の投稿画面のご提

示が必要です。 

・当選通知に記載の期日までにお越しいただけない場合や、当選通知を削除された場合、登

録された情報に誤りがあるために当選者の確認ができない場合、誤操作など何らかの理由

により入力された情報が当社にて確認できない場合は、当選を無効とさせていただくこと

がございます。あらかじめご了承ください。 

 

【Instagram ダイレクトメッセージ】 

・当選のご連絡は、ららぽーと公式アカウント(@lalaport_official)からダイレクトメッセー

ジでお送りいたします。アカウントをブロックされている場合、メッセージが届かないこと

がありますのでご注意ください。また、ダイレクトメッセージを見落とさないよう、そちら

もご注意ください。 また、ダイレクトメッセージを送信するため InstagramVer5.0 以降の

利用が必要となります。利用環境に応じて、ダウンロード、またはアップデートをお願いし

ます。  

 

■キャンペーン利用規約 

ご応募いただく前に、キャンペーン概要と合わせてご確認ください。 

三井不動産商業マネジメント株式会社が Instagram を活用して実施する「ららぽーと富士見

試着室投稿キャンペーン」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。 

本キャンペーン期間中にハッシュタグ「＃ららぽーと富士見試着室投稿 CP」、撮影した店

舗名のハッシュタグ(「＃LUCA」「＃RODEOCROWNSWIDEBOWL」「＃OPAQUECLIP」



「＃framesRAYCASSIN」のいずれか)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。 

 

【キャンペーンについて】 

・本キャンペーンは、Instagram 社が関係するものではありません。 

・本キャンペーンは、三井不動産商業マネジメント株式会社（以下、「当社」といいます）

が主催するキャンペーンです。 

・本キャンペーンは、事前に通知することなく、システムメンテナンスや不具合等により中

止・中断・終了することがあります。 

・本キャンペーンへの応募には、Instagram アカウントが必要となります。 

・当選された方には、Instagram アカウントよりダイレクトメッセージでご連絡いたします。 

・当選者の発表は、当選者のみにご連絡させていただきます。 

 

【応募資格】 

・この規約に同意された方 

・Instagram アカウントを保有し、当社指定アカウント(@lalaport_official)をフォローされ

ている方。 

・ハッシュタグ「＃ららぽーと富士見試着室投稿 CP」、撮影した店舗名のハッシュタグ(「＃

LUCA」「＃RODEOCROWNSWIDEBOWL」「＃OPAQUECLIP」「＃framesRAYCASSIN」

のいずれか)両方を付けて投稿された方。 

・日本国内にお住まいの方。（本キャンペーンの関係者は応募できません） 

 

【応募に関する注意事項】 

※応募にあたっては、Instagram が利用できるインターネット環境と Instagram へのアカウ

ント登録が必要です。 

※応募期間内に、ららぽーと公式アカウント(@lalaport_official)のアカウントをフォローが

必要です。(当キャンペーン開催以前からのフォローも対象となります。また、当選発表ま

での一定期間中にユーザーネームを変更された場合抽選の対象外となることがあります） 

※1 応募者 1 アカウントでの応募とさせていただきます。 

※15 歳未満のお客さまは、保護者の同意が必要です。保護者の方に本規約に同意してもら

ってください。15 歳未満のお客さまからの応募は、すべて保護者の同意を得たものとみな

します。 

※アカウントが非公開設定になっている方、投稿が検索対象外となっている方、ご応募いた

だいた投稿を削除された方は、応募が無効となりますのでご注意ください。 

※賞品のお受け取り時点まで当社指定アカウントをフォローしている必要があります。 

※アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して応募してください。アカウント作



成にあたっては、ご自身で対象サービスの利用規約などをご確認ください。Instagram

（https://www.instagram.com） 

 

【応募作品についての注意事項】 

・今後の当社のプロモーション活動として、投稿された写真を、当社が管理する WEB サイ

ト、SNS アカウント、その他販促物で利用させていただくことがあります。応募いただく

にあたり同意いただいたものとみなします。 

・応募された投稿が当選した場合、当選者の確認のため、賞品のお受け取り時まで削除しな

いようにしてください。削除して投稿が確認できない場合は当選を取り消す場合がありま

す。 

・応募された作品に肖像権等の第三者の権利侵害があった場合、当社は一切責任を負いませ

ん。作品に人物が写っている場合は、投稿前に被写体および撮影者の方の許諾を得てくださ

い。応募者は、ご自身の責任で作品を応募してください。応募者の作品に起因して当社また

は第三者が苦情等を受けた場合、当該苦情等の解決に要した費用を応募者に負担していた

だく場合があります。 

・芸能事務所等に所属されている方は、あらかじめ事務所等へご相談の上、本規約への同意

および応募の許可を得た上で応募ください。万が一、掲載後にトラブルがあった場合、当社

は責任を負うものではありません。 

・その他（著作権侵害、営業活動もうくは営利目的の画像、政治活動を伴う画像、宗教活動

を伴う画像、犯罪に結びつく画像、公序良俗に反した画像、見た人が不快になる画像、など

は投稿しないでください。 

 

【賞品のお渡しについて】 

・賞品お渡し期間…2021 年 12 月 31 日(金)まで 

・賞品お渡し場所…ららぽーと富士見 2F 総合案内所（受付時間 10：00～20：00） 

※営業時間、受付時間は急遽変更になることがございます。予めご了承くださいませ。 

※賞品のお渡しの際は、当選された Instagram アカウントの当選通知 (当選者様本人の携帯

電話・タブレット PC などで画面をご提示)および当選された Instagram の投稿画面のご提

示が必要です。 

※受付時間外・期間外の賞品のお渡しは出来かねますので、ご了承くださいませ。 

※天災や諸事情により、お渡し期間が遅れる場合もございます。ご了承くださいませ。 

※賞品の郵送はお受けいたしかねます。 

※賞品受領後の紛失・破損などにつきましては対応いたしかねます。 

 

【賞品の注意事項】 

・ご当選の権利譲渡・換金はできません。 



・賞品の交換、換金、返品、等はできません。 

・当社より、諸費用の振込などを依頼することはございません。本キャンペーンを騙った振

込詐欺などには十分お気を付けください。 

 

【本キャンペーンの運営方法について】 

・本キャンペーンの内容や条件は予告なく変更する場合があります。変更した内容は「らら

ぽーと富士見試着室投稿キャンペーン」ららぽーと富士見 ウェブサイト内イベント・キャ

ンペーンページで公表いたします。 

・当社は必要に応じてお客様のサービスの利用に関する諸規定を作成し利用の制限をする

権利を保有しています。 

・当社が必要と判断した場合には、お客様への通知なしに、利用に関する諸規定を改定する

ことができるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するための必要な措置を取ること

ができます。 

・当社が諸規定の作成あるいは改定を行ったときは、「ららぽーと富士見試着室投稿キャン

ペーン」ららぽーと富士見 ウェブサイト内イベント・キャンペーンページにて、内容を掲

示することによりお客様に対して通知を行うものといたします。当該通知が当ウェブサイ

ト上に掲示され、お客様が当ウェブサイトにアクセスし、当該通知を閲覧することが可能と

なった時をもってお客様への通知が完了したものとみなします。 

・応募者は本キャンペーンに応募するにあたり、当社の運営方法に従うものとし、その運営

方法について一切異議を申し立てないものとします。 

 

【禁止事項】 

当社は、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。 

また、以下に該当する応募は無効とさせていただきます。 

・Instagram の利用規約に違反している。 

・自動プログラムを利用して応募。 

・複数のアカウントからの応募。 

・本キャンペーンの運営を妨げる行為 

・当社または他人に迷惑、不利益、損害を与える行為 

・当社または第三者のコンピューターの正常な機能を阻害する行為 

・当社または他人を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為 

・他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

・他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 

・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為に本キャンペーンを使用する行為 

・わいせつ、児童ポルノおよび自動に性的搾取を助長する写真を投稿する行為 

・政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似する行為 



・公序良俗に反する行為 

・法令、社会常識に反する行為および当社が不適切と判断する行為 

・その他前各号に類する行為 

・当選通知（ダイレクトメッセージ）の公開・投稿 

 

【本キャンペーンの中断または中止について】 

以下のいずれかが発生した場合、事前に通知することなく、一時的に本キャンペーンを中断

または中止することがあります。 

1.本キャンペーンに関連したシステムの保守を定期的、または緊急に行う場合  

2.システムの不具合等により、本キャンペーンの提供が不可能となった場合  

3.火災、停電等により本キャンペーンの提供が不可能となった場合  

4.地震、津波等の天災、感染症の流行等予測できない事態により本キャンペーンの提供が不

可能となった場合  

5.その他、運営上、技術上において、本キャンペーンの中断、中止が必要と判断した場合 

 

【その他の注意事項】 

・応募にかかわる通信料および接続費などの諸経費は、応募される方の負担となります。 

・機種・OS・ブラウザ等の理由により一部の PC、スマートフォン、タブレット等では、ご

応募いただけない場合もございます。 

・Instagram の設定や使用方法については、運営会社にお問い合わせください。 

・本キャンペーンに当選された方は、同時期に当社が実施する他のキャンペーンに重複当選

できない場合があります。 

 

【賠償責任】 

・本キャンペーンへの応募に関し、応募者が本規約に違反し、または不正もしくは違法な行

為により、当社または第三者に損害を与えた場合、応募者はその損害を賠償しなければなら

ないものとします。  

・本キャンペーンへの応募に関し、応募者と第三者との間に紛争が生じた場合、応募者は自

らの責任と費用負担によりその紛争を解決するものとします。 

 

【免責事項】 

・本キャンペーンへの応募に関連して発生した応募者または第三者の損害または Instagram

の利用または利用停止もしくはシステム不良により生じる損害について当社の故意、また

は重大な過失がない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。 

・応募された写真が知的財産権または肖像権などの第三者の権利侵害があった場合、当社は

一切の責任を負わないものとします。 



・本キャンペーンへの応募にあたり、第三者との間にトラブルが生じた場合においても当社

は一切の責任を負わないものとします。 

・本キャンペーン応募に際して発生したいかなる損失、負債、被害、費用、その他の申し立

てについて、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

【キャンペーンの変更・中断・中止について】 

当社は、以下のいずれかが起こった場合、参加者への事前告知なく本キャンペーンの内容を

変更・中断・中止したり、アドレス（URL)を変更することができるものとし、参加者はこ

れをあらかじめ承諾します。その結果、参加者、または第三者が被った損害については、当

社の故意、または重大な過失がない限り当社および当社は一切責任を負いません。 

 

・定期的、または緊急にハード・ソフト等の保守・点検を行う場合 

・システムの不具合等により、本キャンペーンの運営ができなくなった場合 

・コンピュータシステムの不良、および第三者からの不正アクセス、コンピュータウイルス

の感染等により本キャンペーンを運営できなくなった場合 

・火災、停電等により本キャンペーンを運営できなくなった場合 

・地震、洪水、津波、噴火等の天災により本キャンペーンの運営ができなくなった場合 

・戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本キャンペーンの運営ができなくなった場合 

・法律、法令による規制、官公庁の指導等により本キャンペーンが運営できなくなった場合 

・その他、運営上、あるいは技術上、当社が本キャンペーンの変更・中断・中止を判断した

場合 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

・本キャンペーン応募においてご提供いただく個人情報は、次の利用目的の範囲内で利用い

たします。 

― 応募条件の確認、当選者様への通知および賞品のお渡しにかかわる個人照合のため 

― 問合せやご意見に対し、適切な回答を行うため 

― 商品、サービス向上の目的で、個人を特定しない統計的情報として利用するため 

・個人情報の取り扱いについては、当社ホームページ「個人情報の取り扱いについて 

(https://www.mf-shogyo.co.jp/footer/policy2.html)」をご覧ください。 

・個人情報は、当社が定める個人情報保護方針  

(https://www.mf-shogyo.co.jp/footer/privacy.html)に基づき運用いたします。 

 

・本キャンペーンに関する事務局業務等を第三者に委託する場合がありますが、当社は委託

先を適切に監督いたします。 

・上記のほか、法令に基づき開示する場合を除き、当社は本人の同意なく第三者に個人情報



を提供しません。 

 

【キャンペーンに関するお問い合わせ先】 

三井不動産商業マネジメント株式会社 

ららぽーと富士見オペレーションセンター 

電話番号：049-257-5100（代） 

受付時間：10:00～18:00 

 

【規約作成日】 

2021 年 8 月 20 日 


