応募規約
Twitter キンダーブック【公式】
＜Twitter「キンダーブック」冬のプレゼントキャンペーン >
株式会社フレーベル館（以下、「当社」といいます）が運営する【キンダーブック【公式】
Twitter「キンダーブック」冬のプレゼントキャンペーン】
（以下、
「本キャンペーン」とい
います）をご利⽤いただく前に、以下の本キャンペーン規約（以下、
「本規約」といいます）
をよくお読みいただき、同意のうえ、ご応募ください。
本キャンペーンへのご応募をいただいた場合には、下記諸条件すべてに同意いただいたも
のとさせていただきます。
万⼀、同意いただけない場合には、参加・応募はご遠慮ください。
●キャンペーン概要
本キャンペーンは、キンダーブック【公式】アカウント（ユーザー名は「kinderbook_ehon」
、
以下、
「本アカウント」といいます）による、プレゼントキャンペーンです。本アカウント
をフォローのうえ、キャンペーン投稿を RT していただいた⽅のなかから、抽選で計 2 名様
に賞品をプレゼントいたします。
●キャンペーン期間
以下の期間において応募を受け付けます。尚、応募⽅法は、本規約内の「応募⽅法」をご確
認ください。
2022 年 2 ⽉ 22 ⽇（⽕）12:00 から 2022 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽕）23:59 まで
●賞品
本キャンペーンにご応募いただいた⽅の中から、抽選で、下記の賞品をさしあげます。
【賞品】
・
「キンダーブック 1」パペット３点セット
※しろちゃんパペット、わんなちゃん、ぱんくんパペットのセットです。
・
「キンダーブック３」きりん⾝⻑計ポスター
2 名様
●応募⽅法
◇Twitter

・Step1：応募者の Twitter アカウントで、
「kinderbook_ehon」をフォローしてください。
・Step2：本アカウントのキャンペーン投稿を RT してください。
※ご応募いただいたことにより、本規約に同意いただいたものとみなします。
●応募に関する注意事項
・本キャンペーンへの応募には、応募者ご⾃⾝の Twitter ユーザーアカウントが必要です。
アカウントは、Twitter の公式サイトよりご取得ください。
・応募の際には、本規約をよくご確認ください。
・当選はお⼀⼈様１回までとさせていただきます。お⼀⼈の応募者が複数のアカウントでご
応募いただき複数当選した場合、１つのアカウントの当選のみ有効とし、その他の当選は無
効とします。
・Twitter 応募に関しては、⾮公開設定のユーザーアカウントからの応募は選考の対象外と
なります。また、必ず本アカウントをフォローの上ご応募ください。
・20 歳未満の⽅は保護者の同意を得た上でご応募ください。
●当選通知について
・当選者は、抽選にて決定いたします。
・当選通知は、本アカウントから当選者の Twitter アカウント宛に、ダイレクトメッセージ
をお送りすることで⾏います。
※当選通知の発信時に本アカウントをフォローされていない場合、その権利を無効とさせ
ていただきます。
・当選通知は、2022 年 3 ⽉ 2 ⽇（⽔）〜2022 年 3 ⽉ 9 ⽇（⽔）を予定しています。
・当選者の発表は、当選者への当選通知の送信をもってかえさせていただきます。
・当選者は、当社からの当選通知に対し、賞品発送先として、当選者本⼈のお名前、当選者
本⼈のご住所、ご連絡のつく連絡先（電話番号または E メールアドレス）をご返信いただ
くものとします。
・2022 年 3 ⽉ 14 ⽇（⽉）12:00 までに、当社からの当選通知にご返信をいただけない場合、
当選に伴う賞品授与の権利を無効とさせていただきます。なお⼟曜⽇・⽇曜⽇にご返信をい
ただいた場合、当社からの再返信が翌⽉曜⽇以降になる場合がございますこと、ご了承くだ
さい。
・応募結果に関するお問合せには⼀切お答えできません。
●賞品の発送について
・賞品の発送は、当選通知にご返信をいただいた当選者に対し、2022 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽕）ご
ろから順次実施を予定しておりますが、やむをえない事情により予定を変更する場合があ

りますので、予めご了承ください。
・当選者のお名前、ご住所などは⼀切公表いたしません。
・本キャンペーンへの参加は、⽇本国内にお住まいの⽅で、かつ賞品のお届け先が⽇本国内
の⽅に限らせていただきます。
・ご連絡いただきました賞品発送先に誤りがある場合、もしくは第三者の住所等を当該第三
者の許諾なく賞品発送先に指定したり、虚偽の賞品発送先を指定したりした場合、または応
募者（20 歳未満の⽅の場合はその保護者でも可）以外の⽅によって登録された場合は、当
選は無効とさせていただきます。
・賞品の発送はご応募いただいた情報および当社にご連絡いただいた指定賞品発送先の情
報に基づき⾏います。万⼀、発送した賞品を当選者の住所不明、⻑期不在等により受領され
なかった場合、再発送を⾏うことはございませんのでご注意ください。但し、当社に重⼤な
過失があることが明らかな場合にはこの限りではありません。
・当選者へ別途ご連絡の必要があると当社が判断した場合には、ご指定の発送先または発送
先指定の際にお知らせいただいた連絡先宛に、電話または E メールにて別途当選および賞
品発送にかかるご連絡をさせていただきます。
●賞品について
・当選者の都合による賞品交換、返品は受け付けいたしませんのであらかじめご了承くださ
い。
・当選にかかる権利は、当選者ご本⼈にのみ帰属します。第三者へその権利の譲渡等をご希
望される場合も、当社では対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
●本キャンペーンに関するネットワーク環境の利⽤について
・本キャンペーンに応募するにあたり、本ページを含む当社ウェブサイト（以下「本サイト」
といいます）の閲覧および Twitter を利⽤するために必要な通信機器・ソフトウエア（アプ
リケーション）
、さらにその他必要となるネットワーク接続料、通信料は、いかなる場合に
おいても全て応募者ご本⼈のご負担とさせていただきます。
・本サイトの利⽤は応募者ご⾃⾝の責任で⾏っていただくものとし、当社は応募者が本サイ
トを利⽤してなされた⼀切の⾏為（本サイトを通じて Twitter に投稿・応募等することを含
みますが、これらに限られないものとし、以下同様とします。
）及びその結果ならびに損害
についていかなる責任も負わないものといたします。
・応募者による本サイトおよび Twitter を利⽤してなされた⼀切の⾏為に関し、第三者との
間で紛争等が発⽣した場合、応募者ご⾃⾝の費⽤と責任において⼀切を処理解決するもの
とし、当社はいかなる責任も負わないものとします。また、応募者による本サイトおよび
Twitter を利⽤してなされた⼀切の⾏為に関し、第三者の名誉を毀損した場合、プライバシ
ー権または肖像権等の⼈格権を侵害した場合、第三者の個⼈情報を当該第三者の許諾なく

開⽰した場合、その他、第三者の権利（著作権、商標権等の知的財産権等を含みますが、こ
れらに限られないものとします。
）を侵害した際、その侵害を理由として第三者より何らか
の請求、異議等が申し⽴てられ、または訴訟が提起された場合には、応募者はご⾃⾝の責任
と費⽤においてその⼀切を解決するものとし、当社はいかなる責任も負わないものとしま
す。
・応募者が本規約に違反し、あるいは応募者の⾏為により当社に損害が⽣じた場合には、応
募者は当社が負った損害を賠償する責任を負うものとします。
・本ページは、本キャンペーン終了後、当社の任意で削除する場合があります。
●本キャンペーンの禁⽌事項
本キャンペーンへの応募に際して、以下の⾏為を禁⽌します。当社は、応募者が以下に該当
する⾏為⼜は該当する恐れのある⾏為を⾏ったと判断した場合は、応募者の応募の選考除
外、当選の取消し、及びその他当社が必要と判断する⼀切の措置を講じることがございま
す。
・本規約に違反する⾏為。
・第三者または当社の名誉を損ね、また、経済的損失が⽣じるような⾏為、またはそのおそ
れがある⾏為。
・本キャンペーンの運営を妨害する⾏為、またはそのおそれがある⾏為。
・公序良俗に反する⾏為、またはそのおそれがある⾏為。
・犯罪⾏為または犯罪に結びつく⾏為、またはそのおそれがある⾏為。
・第三者の個⼈情報を⽤いて応募・賞品発送先の指定をする等、虚偽の申告、届け出を⾏う
⾏為。
・営業活動または営利を⽬的とする⾏為、またはその準備を⽬的とする⾏為。
・コンピューターウィルス等有害なプログラムを使⽤、提供、またはそのおそれがある⾏為。
・Twitter の利⽤規約に違反する⾏為。
・その他、法律、法令または条例に反する⾏為、またはそのおそれがある⾏為。
・その他、当社が不適切と判断する⾏為。
●著作権、商標等知的財産権について
・本サイト上のすべての著作物、肖像、キャラクター、マーク、その他の情報（以下、
「コ
ンテンツ」といいます）は、当社ないしその創作者、提供者が著作権、商標権(トレードマ
ークやサービスマーク)等の知的財産権、またはその使⽤権その他の権利を有しております。
・本サイトのダウンロード、プリントアウトその他の⽅法による複製は、個⼈的または家庭
内での限られた範囲における私的使⽤に限らせていただきます。
・本サイト内の情報及びプログラムを、他のホームページや印刷物に転⽤(コピー、アップ
ロード、掲載など)することはお控えください。

・その他著作権法で認められている範囲を超えて、本サイトに掲載されているコンテンツを
無断で使⽤することはお控えください。
●本ページの閲覧推奨ブラウザ
［ Windows ］ Internet Explorer 11 / Google Chrome 61 / Firefox 54
［ Macintosh ］ Safari 10 / Google Chrome 61 / Firefox 54
※上記ブラウザでの閲覧を推奨します。その他のソフトウェア・アプリケーション等で開く
と、うまく操作できない場合がございます。
※⼀部の機種によっては、ご利⽤出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。
●免責事項
・応募者が本サイトおよび本アカウントから⼊⼿した情報（データ類を含みます）により発
⽣した、あらゆる損害に関して、当社は、当社の故意⼜は重⼤な過失がない限り、⼀切の責
任を負いません。
・本サイトおよび本アカウントにリンクを設定（本サイトおよび本アカウントからのリンク
ならびに本サイトおよび本アカウントへのリンクのいずれも含みます。
）されている他のサ
イトから取得された各種情報の利⽤によって⽣じたあらゆる損害に関して、当社は、当社の
故意⼜は重⼤な過失がない限り、⼀切の責任を負いません。
・当社は、応募者への事前の告知なしに本サイトの休⽌もしくは停⽌または本ページの本サ
イト掲載中⽌をすることがあります。
・本規約は 2022 年 2 ⽉ 22 ⽇（⽕）より適⽤いたします。
●個⼈情報取り扱いについて
１）本キャンペーンを通じて当社にご連絡いただきました応募者の個⼈情報につきまして
は、応募内容または賞品発送のために指定いただいた情報に関する確認のご連絡、当選者へ
のプレゼント発送、その他当社の事業・商品・サービスに関するご案内の⽬的で利⽤いたし
ます。
２）当社では取得する個⼈情報の処理の全部または⼀部を委託することがあります。委託を
する場合、⼗分な個⼈情報保護⽔準を有する委託先を選定し、契約締結等により担保し、必
要かつ適切な監督を⾏います。
３）本企画における当社の個⼈情報の管理責任者は、以下のとおりです。
株式会社フレーベル館 経営企画本部⻑
個⼈情報の取扱に関する問合せ窓⼝：経営企画本部法務部 TEL 03-5395-6652

４）今回の応募において個⼈情報を当社に提供されることは、応募者の任意となります。た
だし、提供をいただけない場合、応募対象から除外されること、または賞品の発送ができな
いことがございます。
そのほかの応募者の個⼈情報の取り扱いについては、当社の「プライバシーポリシー」
（http://www.froebel-kan.co.jp/privacy_policy/）もあわせてご参照ください。
●その他
・本キャンペーンは当社が主催するものであり、Twitter が⽀援、承認、運営、関与するも
のではありません。
・当社は、必要と判断した場合には、本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正を確
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。但し、本規約を変更す
る場合、事前に変更後の本規約の内容及びその効⼒発⽣時期を、本サイト及び本アカウント
から通知・告知するものとします。
・本キャンペーンに関して、応募者は当社の定める運営⽅法に従い、本規約に定められる限
り、当該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。
・事情の如何を問わず、本サイトの利⽤または利⽤不能により応募者に損害が⽣じたとして
も、当社に故意⼜は重⼤な過失がない限り、当社は当該損害につき責任を負わないものとし
ます。
・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
・当社は、応募者が本規約の定めに違反したことで当社が被った損害の賠償を請求できるも
のとします。
・本キャンペーンに関連する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意
管轄裁判所とさせていただきます。
・本規約の内容のいずれか⼀部が、法令に基づき無効とされた場合においても、それ以外の
内容の有効性には何ら影響を与えないものとします。
＜お問合せ＞
本キャンペーンに関するお問合せは以下までお問合せください。
株式会社フレーベル館 ⼦育ち⽀援事業部 キンダーブックチーム
MAIL：o-zora@froebel-kan.co.jp
対応期間：2022 年 2 ⽉ 22 ⽇（⽕）〜2022 年 3 ⽉ 14 ⽇（⽉）
※⼟・⽇・祝⽇を除く。

