ららぽーと・ラゾーナ×アイ・アム・冒険少年「アイ・アム・冒険少年 ららぽーと島・ラ
ゾーナ島からの脱出！」企画
『～ハッシュタグをつけて投稿しよう～

無人島になにを持っていく？これがわたしのワ

ンバッグ グランプリ！』応募規約
ららぽーと・ラゾーナ×アイ・アム・冒険少年「アイ・アム・冒険少年 ららぽーと島・ラ
ゾーナ島からの脱出！」企画『～ハッシュタグをつけて投稿しよう～ 無人島になにを持っ
ていく？これがわたしのワンバッグ グランプリ！』(以下「当キャンペーン」といいます）
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）が提供する「ららぽ
ーと公式 Twitter アカウント（@lalafanlalaport）
、ラゾーナ川崎プラザ公式 Twitter アカウ
ント（@lalafanlazona）
、ららぽーと公式 Instagram アカウント（＠lalaport_official）
、ラゾ
ーナ川崎プラザ公式 Instagram アカウント（@lazona.kawasaki.plaza）
」
（以下「公式アカウ
ント」といいます）を利用した企画です。
※ららぽーと・ラゾーナ×アイ・アム・冒険少年「アイ・アム・冒険少年 ららぽーと島・
ラゾーナ島からの脱出！」特設サイト （以下「特設サイト」といいます）
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/202107/iamboukensyounen/
当キャンペーンにご応募される前に、以下の応募規約（以下「本規約」といいます）をお読
み、同意の上でご応募ください。当キャンペーンへ応募されたお客様は本規約に同意して応
募されたものとみなし、本規約が当社との間で適用されます。
本規約は予告なしに変更することがありますので、ご応募の都度、最新の内容を特設サイト
にてご確認いただきますようお願い申しあげます。
1 応募期間
2021 年 7 月 22 日（木・祝）00：00～2021 年 9 月 6 日（月）23：59 の期間中、指定のハ
ッシュタグをつけて投稿いただいたものを対象とします。
（期間は予告無く変更する場合がございます。
）
2 賞品
・あばれる君賞
「あばれる君サイン色紙・番組オリジナルワンバッグ・ららぽーと共通お買物・お食事券
10,000 円分」×3 名様
・フワちゃん賞
「フワちゃんサイン色紙・番組オリジナルワンバッグ・ららぽーと共通お買物・お食事券

10,000 円分」×3 名様
（内容は予告無く変更する場合がございます。
）
3 応募方法
・Twitter もしくは Instagram のららぽーと公式アカウントもしくはラゾーナ川崎プラザの
公式アカウントをフォローし、Twitter もしくは Instagram にて「無人島に持っていく３つ
のアイテム」というテーマについて、指定のハッシュタグ「＃無人島ワンバッグ」と、
「＃
ららぽーと」もしくは「#ラゾーナ」をつけて投稿してください。
４応募資格
・当キャンペーンの応募には、ご応募いただく SNS(Twitter、Instagram)のアカウント登録
ならびにインターネットを通じて指定のハッシュタグを付けた投稿ができる環境が必要で
す。
・ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。
・アカウント非公開の方は、応募対象外となります。
５注意事項
・16 歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。
・応募に関わるインターネット接続料、パケット通信費などの諸経費は、応募される方のご
負担となります。
・お使いのスマートフォンの機種および設定や使用状況、通信環境などの理由により、応募
できない場合があります。
・スマートフォンの設定に関する操作方法などについてのお問い合わせは、携帯電話各社ま
たは製造元のメーカーにお問い合わせください。 当社では回答しかねます。
・応募するための Twitter または Instagram に関する操作方法などについてのお問い合わ
せは、各 SNS の使い方を参照してください。当社では回答しかねます。
・サーバー混雑により、応募できない場合があります。
・三井不動産商業マネジメント株式会社の社員、及び関係者は当キャンペーンの対象外で
す。
・当選に関するお問い合わせには一切お答えできません。
・当キャンペーンは Twitter, Inc.および Facebook, Inc.が支援、承認、運営、関与するもの
ではありません。
・Instagram のご利用にあたっては別途利用規約が適用されますので、ご自身で責任をもっ
てご確認のうえ、ご利用ください。Instagram の利用規約に反する不正なアカウント(架空
アカウント、他人のなりすましアカウント、同一人物による複数アカウントなど)を利用し
て応募した場合、応募および当選が無効となる場合があります。

・Twitter のご利用にあたっては別途利用規約が適用されますので、ご自身で責任をもって
ご確認のうえ、ご利用ください。Twitter の利用規約に反する不正なアカウント(架空アカ
ウント、他人のなりすましアカウント、同一人物による複数アカウントなど)を利用して応
募した場合、応募および当選が無効となる場合があります。
6 当選発表について
・当選された投稿は、2021 年 9 月中に、ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ公式 SNS アカウ
ントで発表させていただきます。
・当選の方へは 2021 年 9 月末までに事務局からご応募いただいた SNS のメッセージ機能
を用いて当選のご連絡をさせていただきます。その際本文中にお客様情報をいただく登録
フォーム URL を記載しますのでそちらより情報のご入力をお願いします。
・賞品の発送等に必要な情報をご連絡いただくことで「当選確定」となります。
（当選通知より 3 日以内にご返答いただけなかった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）
・入力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。
・受賞投稿に選ばれた投稿と同内容のものが複数ある場合、当選者は抽選となります。
6-1 Twitter、Instagram ダイレクトメッセージについて
・当選のご連絡は、
Twitter アカウント
「@lalafanlalaport」
「@lalafanlazona」
、
または Instagram
アカウント「＠lalaport_official」
「@lazona.kawasaki.plaza」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、ご注意くださ
い。
・ダイレクトメッセージを送信するため Instagram Ver5.0 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。
６-2 賞品を発送する際の住所などの情報について
・当選のご連絡の際には、賞品発送のために必要な情報（氏名・住所など）をご記入いただ
くフォームをご案内いたします。当社は、当選者にご提供いただいたこれらの情報を賞品発
送に必要な諸連絡にのみ使用させていただきます。その他の目的には一切使用いたしませ
ん。
・当選のご連絡後、3 日以内にフォームへのご入力がない場合や、当選者の氏名、住所、電
話番号など必要情報をいただけない場合、当選を無効とさせていただきます。また、入力情
報に誤りがあるために賞品を送付できない場合や、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。
・ 当選の権利はご本人のもので、第三者に譲渡・換金はできません。賞品の発送先は日本
国内に限らせていただきます。
7 当キャンペーンの運営方法について
・当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。変更した内容は特設サ
イトで公表いたします。なお、当社は、必要と判断した場合には、本規約を自由に変更でき
る他、ウェブサイトの適正な運用を確保するために必要なあらゆる対応をとることができ
るものとします。
・お客様は当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。
＜当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、一時的に当キャンペーンを中断
または中止することがあります。
①当キャンペーンに関連したシステムの保守を定期的、または緊急におこなう場合
②システムの不具合等により、当キャンペーンの提供が不可能となった場合
③火災、停電等により当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当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、当キャンペーンの中断、中止が必要と判断した場合
以上の場合以外の事由により、当キャンペーンの提供の遅延、中断、中止等が発生したとし
ても、これに起因する参加者または第三者が被った損害について当キャンペーン事務局は
一切の責任を負わないものとします。
＜推奨動作環境＞
【Windows】Windows 8.1 以降 Internet Explorer11.0 以上、Google Chrome 最新版、Firefox
最新版
【Mac】Mac OS 10.12 以降

Safari 最新版、Google Chrome 最新版、Firefox 最新版

【スマートフォン】iOS11.0 以降、Android4.4 以降
JavaScript について
当 Web サイトでは、JavaScript を使用しています。お使いのブラウザで JavaScript 機能を

無効にされている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。
ご覧になる際にはブラウザ設定で JavaScript を有効にしてください。
8 賠償責任
・当キャンペーンへの応募に関し、お客様が本規約に違反し、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、お客様はその損害を賠償しなければなら
ないものとします。
・当キャンペーンへの応募に関し、お客様と第三者との間に紛争が生じた場合、お客様は自
らの責任と費用負担によりその紛争を解決し、当社に故意、または重大な過失がない限り、
当社に一切損害を与えないものとします。
9 免責事項
・当キャンペーンへの応募に関連して発生したお客様または第三者の損害または当サイト
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。また、お客様が本規
約に違反していると事務局が判断した場合、アカウントのブロック、当キャンペーンにおけ
る投稿内容の削除等、事務局が必要と判断する措置を取ることができるものとし、これによ
りお客様が被った損害について、当社に故意、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。
10 個人情報の取り扱いについて
・当キャンペーン当選時にお客様からいただきました個人情報は、賞品送付およびそれに付
随する連絡にのみに使用し、当社で責任をもって管理いたします。
・この他、個人を特定できないよう加工した上で集計・分析を行い、今後のキャンペーン等
の参考とさせていただく場合がございますが、この場合も当社で責任をもって管理いたし
ます。
・当社の個人情報保護方針は、こちら （https://www.mf-shogyo.co.jp/footer/privacy.html）
、
個人情報の取り扱いについては、こちら(https://www.mf-shogyo.co.jp/footer/policy2.html)
をご覧ください。
11 当キャンペーンに関するお問い合わせ先
ららぽーと・ラゾーナ×アイ・アム・冒険少年「アイ・アム・冒険少年 ららぽーと島・ラ
ゾーナ島からの脱出！」企画『～ハッシュタグをつけて投稿しよう～ 無人島になにを持っ
ていく？これがわたしのワンバッグ グランプリ！』お問い合わせフォームよりお問い合わ
せください。
お問い合わせフォーム：

https://www2.mf-shogyo.co.jp/ci/enquete.php?key=c11132c39b9407bae386252f34013fa2
お問い合わせ期間：2021 年 7 月 22 日（木・祝）～2021 年 9 月 6 日（月）
お問い合わせ対応：内容により順次返信させていただきます。
（土日・祝日をのぞく）
規約作成日:2021 年 7 月 14 日

