フェイスブック（オリーブオイル世界巡業）ヨーロッパ産
オリーブオイル懸賞
キャンペーン基本規約

1.

懸賞の企画人
「オリーブオイル世界巡業(Olive Oil World Tour)」と称するキャンペーンの下、
インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニ
ャ（住所：C/ Castelló, 128. 2º dcha. Madrid 28006 、登記簿登録番号 G-83.651.851）
が 、 ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム Facebook の プ ロ フ ィ ー ル
https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourjp のポストを通じて当ネットワー
クのユーザーに対し抽選で賞品をプレゼントするキャンペーンを企画します。

2.

期間
キャンペーン開始は 2018 年 11 月 14 日 00 時 00 分、終了は 2018 年 11 月 27
日 23 時 59 分とします。

3.
3.1.

参加要項
当キャンペーンは、当キャンペーン開始日に日本に在住する 18 歳以上の個人
でフェイスブックのユーザーアカウントを有し、公正に当コンクールに参加す
る者を対象とします。
次の者は当コンクールに参加できないこととします。

3.2.

コンクール開始日に 18 歳未満の者。
コンクール開始日に日本非在住のユーザー参加者。
また、インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エス
パーニャの社員及び当コンクールの関係者とその家族も参加できないこととし
ます。
万が一コンクール非対象の参加者が当選した場合、その結果は無効となり、参
加必要条件を満たした次点の者に賞品が授与されることとします。
3.3.

当コンクールへ参加することは、当基本規約及びフェイスブックのポリシーに
全面的に同意したとみなされます。参加者はフェイスブック

http://oliveoilworldtour.jp/の公開ポストにて当規約とポリシーを確認することが
できます。

4.

賞品について

4.1.

当規約条項 5 に記す条件下にて参加した応募者の中から抽選で５名にオリーブ
オイル２本とミニボトル４本のセットをプレゼントします。賞品の仕様は次の
通りです。
オリーブオイル二本
オリーブオイルミニボトル４本

−
−

4.2.

賞品はいかなる場合も当選者の依頼により他の品物との交換・変更・相殺、同
等の金銭と交換することはできません。

4.3.

インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニ
ャはいかなる場合においても同社の協力企業・団体が当選者に対して行使する
サービスに関して一切責任を負いません。

5.

懸賞応募方法・懸賞の仕組み

5.1

懸賞に応募したい人はオリーブオイル世界巡業フェイスブックアカウント
（https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourjp）タイムラインの懸賞投稿に
党規約条項２に示された開催期間中にコメントしなくてはならない。応募条件
を満たしたコメントをした応募者の中から５セットのオリーブオイルが抽選さ
れる。

5.2

参加はユーザー一人当たり 1 回の参加を有効、つまり、ユーザー毎にフェイス
ブックの懸賞キャンペーンポストに１コメントのみが有効となります。１ユー
ザーが複数回コメントをした場合最初のコメントのみを有効とする。仮に１ユ
ーザーが複数回の当選となった場合は、最初のコメントのみを当選としその他
の賞品は別の当選者のものとなる。一（いち）ユーザーは一個人と理解するこ
とから、一個人で複数のユーザープロフィールを有している際は自動的に抽選
から除外され、賞品獲得の対象になりません。

5.3.

当選者の決定は抽選によって為されます。無作為に整理された全参加者が記載
されたリストの先頭の５ユーザーが抽選の当選者となります。当選した参加者
一人または両者と連絡が取れない場合は同リストの次点を補欠当選者として選
びます。この手順は最終的に全当選者が決定するまで行われます。

6.
6.1.
6.2.

当選連絡
当選者の発表は 2018 年１２月１日以降にオリーブオイル世界巡業フェイスブ
ックページの新規投稿に当選者の名前を載せることでパブリックに行われる。
発表と同時に当選者への通達は当該コメントへの返答、もしくはプライバシー
セッティングが許す限りプライベートメッセージの形で行われ、必要なプライ
ベートデータ及び参加条件である「成人であること」「日本国内に在住してい
ること」の確認、及び賞品の発送を滞りなく行う目的で当選者に対しオリーブ
オイル世界巡業へプライベートメッセージを通じて連絡を取ることを要請する
ものとする。

6.3.
企画会社がメッセージを送付した日から ５日以内に当選ユーザーがダイレクト
メッセージにて返答しない場合、インテルプロフェシオナル・デル・アセイ
テ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャは参加者リストから次の当選者に同様の
方法で連絡します。
6.4.
賞品を支障なく受け取るために、当選者は年齢等の全参加条件を満たしている
ことが確認できるものを提出しなければなりません。全参加条件を満たしてい
ない場合もしくは提出書類に不正が確認された場合、インテルプロフェシオナ
ル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャは同当選者の当選を無
効にする権利を有します。

7.

賞品の授与

賞品は当選者によって提供された住所宛に郵便にて送付されます。当選ユーザ
ーによって当選同意が行われた後、企画会社は賞品の送付手続きを行い、15 日
から 20 日営業日の間に当選者の元に届きます。賞品の送付に関連した諸手続き
を円滑に行うために企画会社と当選ユーザーは常にコミュニケーションが取れ
るようにします。インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリー
バ・デ・エスパーニャは運送業者の責任に帰するいかなる種類のクレームに対
して一切責任を負いません。

8.
8.1.

留保及び免責事項
当コンクールの企画社はフェイスブックに起因するサービスまたは接続のミス
もしくは動作不良がコンクールに影響を与えた場合、一切責任を負いません。

8.2.

ユーザーによるフェイスブックの悪用または不正利用が行われた場合、当該キ
ャンペーン参加者としての資格がはく奪されるとします。（故意過失を問わず）

アプリケーションの悪用・不正利用がアプリケーションの動作不良を引き起こ
した場合、インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・
エスパーニャはその責任から免除され、キャンペーンを中止する権利を有しま
す。さらに、当該ユーザーのキャンペーンの参加資格ははく奪されます。
8.3.

当基本規約に沿った施行を妨げる不可抗力が生じた場合、または変更に値する
正当な理由があると認められた場合、インテルプロフェシオナル・デル・アセ
イテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャはキャンペーンの適切な施行を目的と
して変更を行う権利を有します。

8.4.

当選者と連絡が取れない場合、インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・
デ・オリーバ・デ・エスパーニャ及び協力企業はコンクール当選該当者なしと
する権利を有します。

8.5.

また、当抽選の賞品を享受することから派生する損害が起こった場合、当選者
はインテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパー
ニャと関連企業とその従業員をその全責任から免除するとします。

8.6.

コンクール参加中に間接的インターネットネットコネクションのロスまたは動
作不良が起こった場合、インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オ
リーバ・デ・エスパーニャは、その理由の如何を問わず責任を負わないとしま
す。

8.7.

インターネットの特徴（提供情報の無料入手、第三者による当情報の利用をコ
ントロールすることが難しいこと、または不可能なことなど）を考慮し、イン
テルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャは
情報の悪用に関して一切責任を負わないことを参加者に対しここに通知します。

9.

画像著作使用権
全参加者は、当規約に記載される通り抽選結果としての賞品授与を除く一切の
利益・報酬への権利を受けることなく、企画企業が当キャンペーンの宣伝に相
応しいとみなすあらゆる媒体（インターネットまたは携帯向けインターネット
のみに限らず、他の媒体も含む）に映像と氏名を再生、利用、流布することを
許可するとします。

10.

個人データ保護

当懸賞に参加するために収集された個人データは、インテルプロフェシオナ
ル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・エスパニョールの責任の元、ファイルに

保管されます。データ取り扱いに関する正当性の根拠は正当な利害関係である
ものとする。当データファイル取り扱いは当キャンペーンの施行を意図して収
集された情報を管理することを目的としています。２０１６年４月２
７日施行されたヨーロッパ議会の個人データ保護法(UE) 2016/679 に則り、当
ファイルへのアクセス、修正、削除、取り消しや異議申し立ては身分証明書の
コピーと申し出の理由が記載された書面を持参のうえ、インテルプロフェシオ
ナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャ（住所：C/ Prim 12,
4ª Planta, (28004)マドリッド（スペイン））において行うとします。
また、インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エス
パーニャは当選者に対し、賞品の授与処理のみを目的として賞品の管理・授与
の任命を受けた業者に個人データへのアクセスを許可することをここに通知し
ます。

インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニ
ャは、個人情報自動処理に関連した当オートメーションファイル、データ処理
センター、施設、設備、IT システム、プログラム、人材の安全を確保するため
に法的に求められる必要かつ適切な技術的・組織的セキュリティ対策手段を講
じます。

11.

フェイスブックの責務

12.

フェイスブックが定める現行のプロモーション規約に従い、今回のプロモーシ
ョンはフェイスブックとは一切無関係であることをここに示すものとする。各
応募者は懸賞規約に同意することで各個人情報はフェイスブックではなく
INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL に提供していること
を理解しているものとする。個人情報は当懸賞の運営目的の範疇でのみ使われ
る。
総論

賞品には各国の現行税制度が適用されます。

具体的にスペインでは個人所得税に関する 11 月 28 日付交付の法令 35/2006、3
月 30 日付税勅令 439/2007 が承認した所得税に関する規則、12 月 30 日付勅令
2069/1999 が承認した Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del
Estado（国営宝くじ協会）に関する規約、12 月 1 日付勅令 3059/1966 が承認し
た税率に関する改訂書類に加え、前述の法令の補足・改定法、これに準ずる諸

法律が適用されます。従って、インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・
デ・オリーバ・デ・エスパーニャが必要に応じて前払い、もしくは源泉徴収と
いった手続きを行います。

13.

規約合意

当コンクールへ参加することは当規約及びインテルプロフェシオナル・デル・
アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャが当コンクールに派生した問題が
発生した際に定める基準に合意したとみなされます。また、抽選候補者は、
http://oliveoilworldtour.jp/にて常に当規約を確認することができます。また、法
令に違反しない範囲で適正なキャンペーン結果を得るため、インテルプロフェ
シオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャは状況に応じて
キャンペーンの基本規約を常に変更する権利を有します。変更は通知され、通
知の当日以降効力を有し、コンクール参加者からインテルプロフェシオナル・
デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャに対して変更に関するクレ
ームはできないとします。

同様に、インテルプロフェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エ
スパーニャは自発的意思に反して外的要因により当キャンペーンの一部もしく
は全体をキャンセルする権利を有します。その際、インテルプロフェシオナ
ル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャはできる限り早期にそ
の旨をユーザー及びコンクール参加者に通知します。また、当キャンセルの責
任は一切負いません。

14.

法律の適用
当基本規約の解釈及び順守にはスペインの法律が適用されます。インテルプロ
フェシオナル・デル・アセイテ・デ・オリーバ・デ・エスパーニャとコンクー
ルの参加者の間に基本規約または抽選及び抽選結果に派生するなんらかの論争
が発生した場合、両者は各々が持つ他の裁判管轄を明瞭に放棄し、首都マドリ
ッドの裁判所が管轄するとします。また、消費者の場合はこの限りではなく、
法令に定められるところとします。

