
 

スタンプを集めて特典をゲット！ 

房総観光スタンプラリー利用規約 

第１条 (利用規約) 

1. 本規約には、本サービスの提供条件及び当社とサービス利用者との間の権利義務関係が定められ

ています。本サービスのご利用に際しては、本規約の全文をお読み頂いたうえで、本規約に同意

いただく必要があります。 

2. 本規約外における本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、本規約の一部として組み込まれ

るものとします。但し、当該注意等と本規約の内容とが異なる場合は、本規約の規定が優先して

適用されるものとします。 

第２条 (定義) 

1. 「本規約」とは、当社が定める「スタンプを集めて特典をゲット！房総観光スタンプラリー利用

規約利用規約」をいいます。 

2. 「本サービス」とは、当社がサービス利用者に提供する「スタンプを集めて特典をゲット！房総

観光スタンプラリー」を意味します。 

3. 「当社」とは、三井不動産商業マネジメント株式会社および三井不動産商業マネジメント株式会

社より委託を受けた業務委託先および再委託協力会社を意味します。 

4. 「サービス利用者」とは、本サービスの利用者をいいます。 

5. 「ログイン情報」とは、サービス利用者が本サービスにログインするために用いられる ID・パ

スワード等の情報をいいます。 

6. 「本システム」とは、本サービスを提供するために当社または第三者が構築し、運用するウェブ

サーバー及びデータベースサーバその他のシステムを意味します。 

7. 「サービス利用端末」とは、本サービスを利用する際に用いられる端末を意味します。 

8. 「知的財産権」とは、著作権（著作権法第 27条、第 28 条に定める権利を含む）、特許権、実用

新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権及びそれらの権利につき登録等を出願する権利を意

味します。 

 

 

 

 

 

 



第３条 (キャンペーン概要) 

1. 開催期間：2021/5/10（月）～2022/3/31（木） 

2. 概  要：三井アウトレットパーク 木更津館内で 1 つ、その他のスタンプ対象施設で 1つ、合計

2 スタンプ集めてゴールした施設で提示すると、ゴールした施設が提供するノベルテ

ィや特典をプレゼント。 

3.対象施設：本サービスのキャンペーンページ記載の施設 

       https://mitsui-shopping-

park.com/mop/kisarazu/special/2105_boso_stamprally/index.html  

 

４.  特  典： 本サービスのキャンペーンページ記載の各施設の特典 

https://mitsui-shopping-

park.com/mop/kisarazu/special/2105_boso_stamprally/index.html  

 

第４条 (ユーザー登録) 

1. 本サービスの提供を希望する者は、当社所定の方法により、ユーザー登録の申し込みを行うもの

とします。 

2. 前項に基づきユーザー登録の申し込みを行った者は、以後サービス利用者となります。 

3. サービス利用者は、ログイン情報を第三者に開示もしくは漏洩し、または第三者に使用させては

ならないものとします。 

4. サービス利用者は、ログイン情報が第三者に漏洩し、または使用されることの無いよう、ログイ

ン情報を保管及び管理しなければならないものとします。 

5. ユーザー登録時に登録いただくメールアドレスおよびパスワードはログインの確認のために使用

します。 

6. 16歳未満の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。 

 

第５条 (サービス利用者の地位の消滅) 

1. 当社は、サービス利用者が本規約の各条件の一に違反した場合は、事前に通知催告等を経ること

なく、当該サービス利用者のサービス利用者としての地位を消滅させることができるものとしま

す。 

2. 本条第１項の規定により、当社が、サービス利用者としての地位を消滅させた場合でも、当社

は、サービス利用者に対して、損害賠償その他の責任を負わないものとします。 

第６条 (本サービスの提供) 

1. 当社はサービス利用者に対し、本サービスを非独占的に提供するものとします。 

2. サービス利用者は以下の事項に同意した上で、本サービスを利用するものとします。  

(1) 第１５条（免責）第１項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社の責に帰すべき事由に

起因しない不具合が生じる場合があること  



(2) 当社の責に帰すべき事由に起因しない本サービスの不具合については、当社は損害賠償その

他の一切の責任を負わないこと  

3. 本サービスは、別途当社が定めるサービス提供期間の満了をもって終了するものとします。 

第７条 (本サービスの停止、変更及び終了) 

1. 当社は、当社の判断により、サービス利用者に通知することなく本サービスの全部または一部の

提供または運用を一時的に停止することができるものとします。 

2. 当社は、当社の判断により、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を終了するこ

とができます。 

3. 本条第１項または第２項の規定により、当社が、本サービス及び本システムの全部または一部の

提供もしくは運用を停止し、または本サービスの内容を変更または終了した場合でも、当社は、

サービス利用者に対して、損害賠償その他の責任を負わないものとします。 

第８条 (禁止事項) 

1. サービス利用者は、本サービスの利用に際して、以下の各号のいずれかに該当する行為を行って

はならないものとします。 

(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 

(2) 当社または第三者に対する詐欺または脅迫行為 

(3) 公序良俗に反する行為 

(4) 当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利を侵害

する行為、または侵害する恐れのある行為 

(5) 以下に該当し、または該当すると当社が判断する情報を当社または第三者に送信すること 

(a) 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報 

(b) 過度にわいせつな表現を含む情報 

(c) 差別を助長する表現を含む情報 

(d) 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報 

(e) 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報 

(f) 反社会的な表現を含む情報 

(g) チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める表現を含む情報 

(h) 他人に不快感を与える表現を含む情報 

(i) 面識のない異性との出会いを目的とした情報 

(6) 本システム等に過度な負荷をかける行為 

(7) 本サービスの円滑な運用に支障を与える、またはその恐れのある行為 

(8) 本システム等に不正にアクセスする行為 

(9) 第三者になりすます行為 

(10) ログイン情報を第三者に利用させ、または本サービスの利用以外の目的で利用する行為 

(11) 他のサービス利用者の情報の収集 

(12) 当社または第三者に不利益、損害、不快感を与える行為 



(13) 反社会的勢力等への利益供与 

(14) 面識のない異性との出会いを目的とした行為 

(15) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

(16) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

(17) 本システムに対する翻案、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング

等の行為 

(18) 本サービスの利用以外の目的で本システムを利用し、または本システムにアクセスする行為 

(19) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為 

(20) 前各号の行為を試みる行為 

(21) その他当社が不適切と判断する行為 

2. サービス利用者は、本サービスの提供終了後は、本システムにアクセスし、もしくは本サービス

を利用し、またはそれらの行為を試みてはならないものとします。 

第９条 (本規約の変更) 

1. 当社は、変更が適用される日の 30 日前までに変更後の本規約の内容を本サービス上に掲載するこ

とにより、本規約を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、変更適用日

以降、変更後の本規約が適用されるものとします。 

第１０条 (契約上の地位の譲渡等) 

1. サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービスの利用者としての契約上の地

位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をする

ことはできません。 

2. 当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービスの提

供者としての契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務を譲渡するとともに本システムに記録

された情報の管理を当該事業譲渡の譲受人に移管することができるものとし、サービス利用者

は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡に

は、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとしま

す。 

第１１条 (委託) 

1. 当社は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部をサービス利用者の承諾なしに、第三

者に委託することができます。但し、その場合、当社は責任をもって委託先を管理します。 

第１２条 (権利帰属) 

1. 本サービス及び本システムに関する知的財産権は、全て当社または当社にライセンスを許諾して

いる者（以下「原権利者」といいます。）に帰属するものとします。但し、当社及び原権利者は、

本サービス及び本システムが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものではあり

ません。 



2. サービス利用者としてのユーザー登録は、知的財産権の移転または使用許諾その他のいかなる権

利の移転または付与も意味するものではありません。 

3. サービス利用者は、当社または原権利者の知的財産権を侵害する行為を自らしてはならないもの

とします。 

第１３条 (統計情報の利用) 

1. 当社は、本サービスの利用実績及び本システムに蓄積される全てのデータを、個人が特定できな

い形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、サービ

ス利用者はこれを許諾するものとします。 

2. 前項の目的のため、当社は、サービス提供ページにおいて「Google Analytics」その他の第三者が

提供するサービスを利用して、サービス利用者の行動履歴、検索ワード、ご利用のプロバイダ、

閲覧環境（OSやブラウザ）等の個人を特定できない情報を収集し、前項の目的のために利用して

います。サービス利用者は予めこれに同意するものとします。 

第１４条 (損害賠償の制限) 

1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因のいかんを問わず、本サービスに関し

て、当社がサービス利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により

または当社が本規約に違反したことが直接の原因で、サービス利用者に現実に発生した通常の損

害に限定されるものとします。なお、当社の責に帰すことが出来ない事由から生じた損害、当社

の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、第三者に対する賠償にかかる求償、逸失利益

について当社は何らの責任も負わないものとします。 

2. 前項の規定は、当社の故意または重過失によってサービス利用者に損害が生じた場合には適用さ

れないものとします。 

第１５条 (免責) 

1. 当社は、以下の各号の場合においては、当該事由に起因してサービス利用者及び第三者に生じた

損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。 

(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 

(2) サービス利用者の不正な行為 

(3) 第三者からの攻撃及び不正行為 

(4) 本システムの仕様または不具合 

(5) サービス利用端末（OS、API、ミドルウェア、通信仕様等を含むがこれに限らない）の仕

様変更、バージョンアップまたは不具合等 

(6) 本システムへの過大なアクセス 

(7) 法令、裁判所の命令、その他公権力に基づく強制的な処分 

(8) 本サービスを通じて提供するデジタルスタンプの利用による端末その他の機器の破損等 

(9) 第６条 (本サービスの停止、変更及び終了)に基づく本サービス及び本システムの全部また

は一部の提供もしくは運用の停止または本サービスの内容変更または終了 

(10) サービス利用端末のOSのカスタマイズ（JailBreak を含みます。）、当該端末に追加インス



トールしたソフトウェア、当該端末の故障もしくは不具合または通信ネットワークに起因す

る問題 

(11) サービス利用端末の改造または液晶保護シートその他のサービス利用端末に付加した別製品

に起因する問題 

(12) 当社が別途指定する動作確認済み端末以外の端末での本サービスの利用 

(13) その他当社の責に帰すべからざる事由 

2. 当社は、本サービスがサービス利用者の期待する成果を実現すること、及び本サービスがサービ

ス利用者の目的に適合することを何ら保証するものではありません。 

3. 当社は、本システムにバグ、機能の不備、エラー、障害等（以下、「障害等」といいます。）が存

在しないことを保証するものではありません。 

4. 当社は、本サービスまたは本システムが、当社の制作または運営によらないサービス、サイト、

システム等へのリンクまたは機能連携がある場合、当該リンク先または機能連携先の内容に関し

て一切責を負わないものとします。 

5. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用することに起因する、サービス利用者または第三者

の損害に関して本規約に明示のないいかなる責任も負わないものとします。 

第１６条 (分離可能性) 

1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、本

規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完

全に効力を有し、当社及びサービス利用者は、当該無効もしくは執行不能の条項または部分を適

法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項または

部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。 

第１７条 (存続条項) 

1. 本規約の第５条 (サービス利用者の地位の消滅)第２項、第７条 (本サービスの停止、変更及び終

了)第３項、第８条 (禁止事項)第２項、第９条 (本規約の変更)、第１０条 (契約上の地位の譲渡

等)、第１２条 (権利帰属)、第１３条 (統計情報の利用)、第１４条 (損害賠償の制限)、第１５条 

(免責)、第１６条 (分離可能性)、第１８条 (準拠法及び合意管轄)及び第１９条（個人情報の取り

扱いについて）の各規定は、本サービスの提供期間の終了後も有効に存続します。 

第１８条 (準拠法及び合意管轄) 

1. 本規約の効力、履行及び解釈に関する準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争につい

ては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第１９条（個人情報の取り扱いについて） 

 1.本サービスへの登録および本サービス実施のために当社が取得する個人情報は、サービス参加、ロ

グインおよび参加状況の確認のために利用いたします。また、個人を特定できないよう加工したう

えで集計・分析をおこない、今後のキャンペーン等の運営の参考に利用させていただく場合がござ



います。 

2. 当サービス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。 

3. 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をご覧ください。 

4. 個人情報は、当社が定める個人情報保護方針に基づき運用いたします。 

5. 当社および三井不動産グループ会社が運営するサイトご利用上の注意については、「サイトご利

用上の注意」をご覧ください。 

  

  お問い合わせ先 

  三井不動産商業マネジメント株式会社 お問い合わせ 総合案内 

https://mitsui-shopping-park.com/contact/?r=sc1112 

 

本規約は、2021 年 8月 18 日から適用されます。 

 

 

https://mitsui-shopping-park.com/contact/?r=sc1112

