青の洞窟 冷凍パスタ 至福のひとときフォトコンテスト 応募規約
株式会社日清製粉ウェルナ(以下、当社といいます)が主催する「青の洞窟 冷凍パスタ 至
福のひとときフォトコンテスト」
（以下、当キャンペーンといいます）にご応募いただく
前に、本規約をよくお読みいただき、同意の上、ご応募ください。当キャンペーンにご応
募いただいた場合には、応募者は当キャンペーン規約に同意されたものとみなします。
1.応募期間
応募期間：2022 年 7 月 1 日（金）～2022 年 8 月 31 日（水）
やむを得ない事情により、応募期間は予告なく変更となることがあります。
2.入選賞品
■優秀賞(3 名様)
① 「青の洞窟 オリジナルトロフィー」の贈呈
② SNS・WEB サイト*での投稿ご紹介
■入賞(7 名様)
① SNS・WEB サイト*での投稿ご紹介
*「青の洞窟(日清製粉ウェルナ)公式 Instagram（@aodo.jp）
」
（https://www.instagram.com/aodo.jp/）
、
「日清製粉ウェルナ公式 Twitter
（@ns_welna）
」（https://twitter.com/ns_welna）および「青の洞窟 Club
（https://aodo.jp/）
」でのご紹介となります。
掲載期間は、掲載開始より 1 年間を予定しております。やむを得ない事情により、予告な
く変更となることがありますので、予めご了承ください。
※やむを得ない事情により、賞品は予告なく変更となることがありますので、予めご了承
ください。
3.選定・入選発表・賞品発送
応募締切後、厳正なる審査のうえ入選を決定いたします。
ご入選された方には、ご応募いただいた Instagram、もしくは Twitter アカウント宛てに入
選のご連絡をいたします。その際、以下の点にご注意ください。
○フォローいただいた「青の洞窟(日清製粉ウェルナ)公式 Instagram（@aodo.jp）」もしく
は「日清製粉ウェルナ公式 Twitter（@ns_welna）
」から入選のご連絡を DM でお送りいた
します。フォローを解除されてしまうと、正常に DM をお送りできない場合があるのでご
注意ください。

○入選者への DM 送付は、2022 年 9 月中旬頃に実施予定です。通知時期は予告なく変更
となることがありますので、予めご了承ください。
○最優秀賞の 3 名の方には、DM での入選通知の際に、住所登録フォームをお送りいたし
ますので、指定の期限内にご住所の登録をお願いいたします。期限内に住所情報をご登録
いただけなかった場合、入選を無効・取り消しとさせていただきますのでご注意くださ
い。入選が無効となった場合、その後、賞品の送付依頼をいただいたとしても一切受け付
けかねます。なお、無効となった入選が発生した場合、入選人数は上記記載の数に達しな
いことがあります。

4.応募方法
①公式 SNS アカウントをフォロー
・Instagram アカウントでご応募の場合
⇒「青の洞窟(日清製粉ウェルナ)公式 Instagram (@aodo.jp)」
（https://www.instagram.com/aodo.jp/）をフォロー
・Twitter アカウントでご応募の場合
⇒「日清製粉ウェルナ公式 Twitter（@ns_welna）」
（https://twitter.com/ns_welna）
をフォロー
②青の洞窟冷凍パスタ（※対象商品は以下）の写真を撮影
■対象商品（全て冷凍商品）
・青の洞窟 牛肉と赤ワイン仕立てのボロネーゼ
・青の洞窟 燻製パンチェッタのカルボナーラ
・青の洞窟 ズワイ蟹のトマトクリーム
・青の洞窟 彩り野菜の完熟トマトソース
・青の洞窟 バジル香る ジェノベーゼ
・青の洞窟 GRAZIA 4 種魚介のペスカトーレ
・青の洞窟 GRAZIA 海老と彩り野菜のうにクリーム
・青の洞窟 GRAZIA 牛肉のラグーソース リガトーニ
③以下 2 つのハッシュタグを付けてご自身のアカウントに投稿
「#青の洞窟の日」
「#青の洞窟冷凍パスタフォトコンテスト」

※投稿する SNS アカウントは、公開状態にしてご投稿ください。
※Instagram にてご応募いただく際、フィードもしくはリールでの投稿をお願いいたします。
ストーリーズ等での投稿は応募対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。
※インターネット接続料および通信料は応募者のご負担となります。
5.応募資格
アマチュア、プロフェッショナル、国籍、性別を問いませんが、ご応募は日本国内に在住で
かつご連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。
未成年の方は親権者の同意を得てご応募ください。ご応募をもって親権者の同意が得られ
たとみなさせていただきます。当社社員、関係者はご応募できません。
6. 権利帰属
ご応募いただいた投稿は、入選の有無にかかわらず、当社及び当社が許可した第三者のウ
ェブサイト、SNS 及び関連媒体等でも利用・紹介させていただく場合があります（その
際、トリミング・画像効果、音楽・音響効果やコメント等の一部抜粋などの加工・編集を
行う場合がございます）
。応募者は、ご応募いただいた投稿について、当社が、無償かつ
無期限に、自由に複製、改変、公衆送信、出版その他の利用に供することに同意し、本項
において当社に対し、当キャンペーンにかかる投稿につきかかる利用行為を行う権利及び
かかる権利を第三者に再許諾する権利を許諾するものとします。また、応募者は、当社及
び当社が指定する第三者について著作者人格権を一切行使しないものとします。
7.個人情報の取扱い
当社は、応募者の個人情報を、応募資格の確認、賞品送付、賞品送付に必要な諸連絡、よ
り良い商品の開発やサービスの向上、個人を特定しない統計資料等、および応募者からの
お問い合わせ対応のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用いたしません。また、
応募者の個人情報について、法令等に基づき正当に第三者に提供する場合を除き、応募者
の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提示はいたしません。
8.注意事項
〇ご応募いただいた時点で、本規約（個人情報の取り扱い、本注意事項を含む）すべてに
ご承諾いただいたものとみなされます。
〇ハッシュタグを削除してしまうと応募が無効になります。特に、入選された方は、応募
締切後もハッシュタグを削除しないよう、ご注意ください。
〇お一人様何回でもご応募いただけます。
〇応募投稿は、応募者ご本人のみにすべての権利（著作権を含みます）があるオリジナル

作品に限ります。特に、他のサイト、SNS、ブログ等の画像を、許可なく使用することは
著作権等権利の侵害に該当する可能性がありますので、ご注意ください。
〇写真に人物が写り込む場合には、事前に肖像権の許諾があるものに限ります。また、被
写体に看板・ネオンサイン・ブランドロゴ等が含まれる場合や公序良俗に反すると判断さ
れる作品のご応募はご遠慮ください。
〇第三者の著作物を撮影し、それを素材にして加工や合成をしますと、著作権等知的財産
権の侵害にあたる揚合がありますので、事前に権利者の許諾を得てください。
〇応募投稿作品に関して万一法律上の問題が生じた場合、応募者の責任および負担におい
て、その一切を解決するものとし、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は何
ら責任を負いません。
〇落選通知は行いませんので、ご了承ください。
〇ご応募の際は「青の洞窟（日清製粉ウェルナ）公式 Instagram アカウント(@aodo.jp）
」
または「日清製粉ウェルナ公式 Twitter(@ns_welna)」からの DM を受信できるようご設
定ください。
〇Instagram・Twitter の両方のアカウントで入選した場合、どちらか一方の入選を取り消
しとさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
〇入選のご連絡から期日までに DM 記載の手続きを完了いただけない場合や、ご登録の情
報に不備があった場合、入選の権利を失効とさせていただきます。これらの落選、その他
いかなる損害についても一切責任を負えませんのでご了承ください。
〇キャンペーンの応募状況および選定基準、結果に関するお問い合わせにはお答えできま
せんので、予めご了承ください。
〇当キャンペーンの投稿およびサイトに使用されている画像の無断転載・転用を禁止しま
す。
〇当キャンペーンは、Instagram または Twitter による主催ではありません。
〇やむを得ない事情により、賞品は予告なく変更となることがありますので、予めご了承
ください。
〇入選の権利および賞品受取の権利は入選者ご本人様のものとし、第三者に譲渡、換金す
ることはできません。また、他キャンペーン賞品への変更はできません。
〇本規約その他公序良俗に違反する行為もしくは他の応募者に対する誹謗中傷、不利益を
与える行為を行った場合や、応募者が反社会的勢力（またはそれに準ずるもの）に該当す
る場合など、その他当社が不適切と判断した場合、キャンペーンの入選を取り消すことが
あります。
〇インターネット接続料および通信料は応募者のご負担となります。
〇当キャンペーン応募後、 入選発表が完了するまではご応募いただいた SNS アカウント
（Instagram または Twitter）のユーザーネームを変更しないようお願いいたします。
〇複数の Instagram・Twitter アカウントで応募された場合や、お題に対する投稿内容が不

適切な場合、Instagram のルールやコミュニティガイドライン
（https://help.instagram.com/477434105621119/）
、または Twitter のルール
（https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules）に違反している場合、入選
資格を無効とさせていただきます。
〇入選が無効となった場合、その後、賞品の送付依頼をいただいたとしても一切受け付け
かねます。なお、無効となった入選が発生した場合、入選人数は上記記載の数に達しない
ことがあります。
9.免責事項
・当キャンペーンは、細心の注意を払い情報を掲載しておりますが、提供情報、プログラム、
その他当キャンペーンに関する全ての事項について、その完全性、正確性、安全性、有用性
等について、いかなる保証もするものではありません。また、応募者または第三者が被った
以下の事例を含む損害については、当社は責任を負いません。
当キャンペーンへの応募に際して、ソフトウェア･ハードウェア上の事故、火災、停電、通
信環境の悪化、地震、事変等の非常事態が発生した場合。
当キャンペーンにおけるシステムの保守を定期的あるいは緊急に行う場合。
応募者間または応募者と第三者間におけるトラブル等が生じた場合。
第三者による妨害や情報改変等により当キャンペーンが中断、遅延した場合。
推奨環境以外から応募したために情報を完全に取得できない場合。
当社の故意または重過失によらない事由により、提供する情報が誤送信されるか、欠陥があ
った場合。
・応募者が当キャンペーンの応募に関し他人の名誉を毀損した場合、プライバシーを侵害し
た場合、許諾なく第三者の個人情報を開示した場合、その他他人の権利（著作権、商標権、
肖像権等を含みますが、これらに限られないものとします）を侵害した場合等に、それらを
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、応募者が自身の費用と責任において解決しなければならず、当社の責に帰すべき事由
による場合を除き、当社はいかなる責任も負いません。
・当社は、応募者が当キャンペーンに関して入手した情報により発生した、あらゆる損害に
ついて、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。
・景品の納品後、景品により発生したあらゆる損害について、当社の責に帰すべき事由に
よる場合を除き、当社はいかなる責任も負いません。またお問い合わせにもお答えできま
せんので、予めご了承ください。
10.準拠法
当キャンペーンの参加、ならびに当キャンペーン規約の解釈および適用は、他に別段の定
めのない限り、日本法に準拠するものとします。

11. 合意管轄
当社と応募者・入選者の間で当キャンペーンに関する紛争が発生した場合、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。
12.委託業者の明示
当キャンペーンは、当社がアライドアーキテクツ株式会社に委託をし、同社が運営を行っ
ております。賞品・DM の送付などはアライドアーキテクツ株式会社が行います。
13.当キャンペーンに関するお問い合わせ先
お問い合わせは、
「青の洞窟(日清製粉ウェルナ)公式 Instagram (@aodo.jp)」
、または「日
清製粉ウェルナ公式 Twitter(@ns_welna)」の DM にて受け付けます。
対応期間：2022 年 10 月 31 日(月)まで
対応時間：10:00～17:00（平日月曜～金曜）
※お問合せは DM にて 24 時間お受けしておりますが、返信は営業時間内とさせていただ
きます。
※土・日・祝日のお問合せは、翌営業日以降の返信となります。
※お問い合わせの内容により、返信までにお時間をいただく場合があります。
※電話でのお問い合わせ受付は行っておりません。
※応募状況および選定基準、結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予め
ご了承ください。

