2019 年 9 月 1 日（日）
株式会社トリドールジャパン

キャンペーン概要
期間中、丸亀製麺公式 Twitter アカウント(@UdonMarugame)をフォローして、Twitter で指定ハッシュタグ「#正義のうど
ん」または「#うどんの自由」を含めたツイートをしていただくと、抽選で 1,000 名様に「ビブルうどん札」が当たる！

応募方法
① 丸亀製麺の Twitter 公式アカウント(@UdonMarugame)をフォローしてください。
② ハッシュタグ「#正義のうどん」または「#うどんの自由」を含めたツイートを投稿してください。
③ 応募完了
※ご応募には公式 Twitter アカウントが必要です。
※公式 Twitter アカウントのフォローを外した場合、当該ツイートの削除などにより応募されたツイートが確認
できない場合、Twitter アカウントを非公開にしている場合、引用ツイートの場合は、応募対象外となります。
※期間中、何度でもご応募いただけますが、プレゼントの当選はお一人様につき 1 回のみです。

応募要項
丸亀製麺×劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』 Twitter 投稿キャンペーン
応募条件





丸亀製麺の Twitter 公式アカウントをフォローし、対象のハッシュタグを自身のアカウントでツイートして
いただいた方の中から抽選となります。
1 回のツイートにつき 1 口の応募となります。
お一人様何回でもツイートいただけますが、ご当選はお一人様 1 回までとさせていただきます。
当社社員および関係者は応募できません。

応募期間
2019 年 7 月 12 日(金)～2019 年 8 月 18 日(日)
※応募締め切りは 2019 年 8 月 18 日(日)23:59 まで

賞品内容・当選者数
ビブルうどん札 抽選 1,000 名様

抽選と当選
厳正なる抽選のうえ、ご当選者様へは本キャンペーン Twitter アカウントより賞品のご案内についての当選メ
ッセージをダイレクトメッセージにて配信させていただきます。ご応募完了後、本キャンペーンのフォローを解
除もしくはブロックをしないでください。
当選メッセージの配信は 2019 年 9 月上旬頃 を予定しております。
当選メッセージ上で賞品のお届け先の情報などを入力していただく専用フォームの URL をご案内させていた
だきます。
※諸事情により、配信日が前後することがございますのでご了承ください。
※当選通知は再送できません。ご了承ください。
※当選通知を削除されてしまった場合はご当選の権利を無効とさせて頂く場合がございます。
※当選通知までにご自身の Twitter アカウントを削除されますとご当選の権利は無効となります。
※Twitter からのお問い合せはお応えいたしかねる場合がございます。お問い合せはキャンペーン事務局ま
でご連絡ください。

注意事項





本キャンペーンに応募していただくにあたり、応募者はキャンペーンの運用について事務局の運用方法
に従うものとし、一切異議申立てを行わないものとします。
本キャンペーンに関して、事務局からご連絡をさせていただく場合がございます。
ご応募時に発生する Twitter、キャンペーンサイトなどへの接続料や通信料は、お客様のご負担となりま
す。予めご了承ください。
本キャンペーンで #正義のうどん #うどんの自由 でご投稿いただいたコメントなどを、当社が自由にこ
れを利用・二次利用することができるものとさせていただきます。あらかじめご了承ください。

 次の場合はご応募無効となりますので、ご注意ください。










 公序良俗に反する内容の場合
 法令に違反する内容の場合
 第三者の著作権、肖像権、その他の権利を侵害している場合
 第三者を誹謗中傷し、またそのプライバシーを侵害している場合
 当社の営業行為を妨害する内容の場合
 個人情報または個人を特定できる情報を掲載している場合
 信用毀損行為を行った場合
ご応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
当選の権利を譲渡・換金・変更することはできません。
当選の権利は当選者ご本人のみに帰属します。当選の権利・賞品の第三者への譲渡及び換金は固く
禁止いたします。
当選の権利・賞品をオークション等に出品して換金することは固くお断りいたします。オークションへの出
品等が確認された場合は、当選を無効とし、賞品をご返却いただく場合がございます。
賞品の交換、換金、返品等には応じかねますのであらかじめご了承ください。
予告なくキャンペーンの内容や賞品が変更となる場合がございます。
賞品のデザインや色柄等は写真と異なる場合がございます。
ご応募の受付確認、抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。





当社が意図しない不正な処理を行わせるプログラム等でのご応募は無効とさせていただきます。
応募いただく際にお預かりする個人情報の保護方針については、トリドールホールディングスホームペ
ージ内の「プライバシーポリシー」に記載しておりますので、必ずご一読ください。
Twitter Japan は本キャンペーンとは関係ございません。

 キャンペーン期間が過ぎて、店頭にてキャンペーン告知がされている場合がございますが、ご容赦願い
ます。

本キャンペーンについてのお問い合わせ
丸亀製麺×劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』タイアップ キャンペーン事務局
メールアドレス：support@marugame-onepiece.com
受付時間：平日 10:00～17:00
内容に応じてお返事にお時間を頂く場合がございます。

キャンペーン概要
対象商品（悪魔のかき揚げ）1 個とお好きなうどん 1 杯をお買い上げいただいたレシートでご応募いただくと、抽選で
50 名様に限定デザインの家族サイズうどん桶が当たる！

応募方法
① 友だちになる
LINE アプリを起動し、友だち追加から本キャンペーン専用アカウントを友だち追加してください。
② レシート画像を送付
トークルームに表示されるコメントに従って、対象商品（悪魔のかき揚げ）1 個とお好きなうどん 1 杯を含むレシー
ト画像を送付してください。
③ 応募完了
レシート画像を確認して応募完了！
※ご応募には LINE アカウントが必要です。最新版の LINE アプリにアップデートしてご利用ください。
※写真 1 枚につき、1 枚のレシートでご応募ください。
※レシートが全て写っていない写真、レシートの情報が読み取れない写真は対象外となります。

応募要項
丸亀製麺×劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』 レシート応募キャンペーン
応募条件




対象商品（悪魔のかき揚げ）1 個とお好きなうどん 1 杯のお買い上げレシート一枚につき１口とさせていただきま
す。
お一人様何口でもご応募いただけますが、ご当選はお一人様 1 回までとさせていただきます。
当社社員および関係者は応募できません。

対象商品（悪魔のかき揚げ）
2019 年 7 月 12 日(金)〜
二ガニガのかき揚げ
カレカレのかき揚げ
2019 年 8 月 8 日(木)〜
ツブツブのかき揚げ
イモイモのかき揚げ

賞品内容・当選者数
オリジナル家族うどん桶 抽選 50 名様

抽選と当選
厳正なる抽選のうえ、ご当選者様へは本キャンペーン LINE アカウントより賞品のご案内についての当選メッセージを
配信させていただきます。ご応募完了後、本キャンペーンのアカウントの友だち登録を削除もしくはブロックしないでく
ださい。
当選メッセージの配信は 2019 年 9 月中旬頃 を予定しております。
当選メッセージ上で賞品のお届け先の情報などを入力していただく専用フォームの URL をご案内させていただきま
す。
※諸事情により、配信日が前後することがございますのでご了承ください。
※当選通知は再送できません。ご了承ください。
※当選通知を削除されてしまった場合はご当選の権利を無効とさせて頂く場合がございます。
※当選通知までにご自身の LINE アカウントを削除されますとご当選の権利は無効となります。
※LINE による当選通知は事務局からの送信専用となっております。誠に恐れ入りますがご返信はお受けできません
のであらかじめご了承ください。

注意事項





本キャンペーンに応募していただくにあたり、応募者はキャンペーンの運用について事務局の運用方法に従うも
のとし、一切異議申立てを行わないものとします。
本キャンペーンに関して、事務局からご連絡をさせていただく場合がございます。
ご応募時に発生する LINE アプリ、キャンペーンサイトなどへの接続料や通信料は、お客様のご負担となります。
予めご了承ください。
原則スマートフォンからのご応募をお願いいたします（一部の機種にて、タブレットからのご応募も可能な場合が
ございます）。フィーチャーフォン（スマートフォン以外の携帯 電話）には対応しておりません。



























本キャンペーンはハガキ、封筒等の郵便物ではご応募いただけません。
必要事項に入力漏れや虚偽がある場合は、ご応募が無効となります。
違法行為、信用毀損行為を行った場合はご応募が無効となります。
1 枚のレシートで応募できるのは 1 回限りです。同じレシートを使用して複数回ご応募いただくことはできません。
１枚のレシートで複数回の応募が認められた場合は無効となります。
レシートは購入店舗・購入日・対象商品名・対象商品金額がわかるように撮影してください。
レシートのご購入内容に対象商品が含まれているかご確認ください。対象商品が含まれていない場合は、無効と
なります。
レシートの画像が不鮮明な場合のご応募は抽選・当選の対象外となる場合がございます。
レシートの不正など、キャンペーン運営上、平等性を欠くような妨害/不正行為と事務局が判断した場合、事前予
告なくご応募を無効とさせていただく場合がございます。
本キャンペーンはキャンペーン実施チェーンでレシート有効期間内に発行されたレシートのみ有効となります。
クレジットカードでお買い上げの場合は、レシートのカード情報部分を切り取るか塗りつぶして、お買い上げ情報
が記載された部分のみを撮影し添付してください。
レジスターで印字されたレシート以外は無効となります。領収書ではご応募できません。
EC サイトでご購入の場合は、今回のキャンペーン応募対象外です。
ご応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
当選の権利を譲渡・換金・変更することはできません。
当選の権利は当選者ご本人のみに帰属します。当選の権利・賞品の第三者への譲渡及び換金は固く禁止いたし
ます。
当選の権利・賞品をオークション等に出品して換金することは固くお断りいたします。オークションへの出品等が
確認された場合は、当選を無効とし、賞品をご返却いただく場合がございます。
賞品の交換、換金、返品等には応じかねますのであらかじめご了承ください。
予告なくキャンペーンの内容や賞品が変更となる場合がございます。
商品および賞品のデザインや色柄等は写真と異なる場合がございます。
ご応募の受付確認、抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
一部店舗では、お取り扱いのない商品もございます。予め、ご了承ください。
当社が意図しない不正な処理を行わせるプログラム等でのご応募は無効とさせていただきます。
応募いただく際にお預かりする個人情報の保護方針については、トリドールホールディングスホームページ内の
「プライバシーポリシー」に記載しておりますので、必ずご一読ください。
LINE 株式会社は本キャンペーンとは関係ございません。
キャンペーン期間が過ぎて、店頭にてキャンペーン告知がされている場合がございますが、ご容赦願います。

本キャンペーンについてのお問い合わせ
丸亀製麺×劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』タイアップ キャンペーン事務局
メールアドレス：support@marugame-onepiece.com
受付時間：平日 10:00～17:00
内容に応じてお返事にお時間を頂く場合がございます。

