
パパさかな大使×カリフォルニアワイン協会プレゼンツ 「カリフォルニアワインマンス作戦 2020」 募集要項 

 

■募集期間 

【作戦 1】収穫の秋ホームパーティーはカリフォルニアワインで乾杯！オンライン料理教室 

開催日：2020 年 10 月 11 日（日） 

募集期間：2020 年９月 28 日（月）〜2020 年 10 月 4 日（日）23:59 まで 

 

【作戦 2】ハロウィンパーティーはカリフォルニアワインで乾杯！オンライン料理教室 

開催日：2020 年 10 月 24 日（土） 

募集期間：2020 年９月 28 日（月）〜2020 年 10 月 16 日（金）23:59 まで 

 

【作戦 3】秋の夜長にカリフォルニアワインで乾杯！総計 100 本！！カリフォルニアワインプレゼント 

SNS 投稿募集締め切り：2020 年９月 28 日（月）〜2020 年 10 月 16 日（金）23:59 まで 

オンライン料理教室プレゼント：オンライン料理教室内で応募方法と締め切りを発表 

 

■賞品内容 

カリフォルニアワインプレゼント：SNS キャンペーン 50 名様／オンライン料理教室プレゼント 50 名様に各 1 本 

オンライン料理教室：各回 6 組に料理教室のインタラクティブ参加権と料理教室で使う豪華食材セット＆カリフォルニアワイン３本セット 

 

■当選者数 

カリフォルニアワインプレゼント総計 100 名様 

オンライン料理教教室イベント総計 12 組 

 

■応募資格 

応募規約に同意していただいた 20 歳以上の方 

なお、オンライン料理教室（以下、単に「イベント」とします。）への参加希望者は、以下の参加条件を満たしてください。 

注）ワインは 20歳になってから。妊娠中・授乳中の飲酒はお控えください。 

・ 当日、ご家族やお友だちとオンライン料理教室に参加し、実際に料理ができる方 

・ お子様がイベントに参加される場合、4 歳以上/親子で料理できる年齢のお子様に限らせていただきます 

・ 日本国在住者（住所が日本国内） 

・ インターネット環境（通信環境および ZOOM によるイベント参加が可能であること）が整っている方 

 

■応募方法 

募集テーマをご確認いただき、Instagram、Facebook または Twitter で応募用ハッシュタグをつけて、募集テーマに沿って投稿してください。 

 

募集テーマ：秋にカリフォルニアワインと一緒に食べたいおつまみ、あなたの好きなおつまみを教えてください 

 

STEP１：Instagram 投稿の場合は、SAKANA & JAPAN PROJECT とカリフォルニアワイン協会の公式アカウントをフォロー 

Twitter 投稿の場合は、SAKANA & JAPAN PROJECT の公式アカウントをフォロー 

Facebook 投稿の場合は、SAKANA & JAPAN PROJECT の公式アカウントをフォロー 

 

STEP２：募集テーマにあわせハッシュタグ「#カリフォルニアワインマンス作戦 2020」をつけて投稿 



STEP３：オンライン料理教室参加を希望される方は「#収穫祭イベント参加希望」または「#ハロウィンイベント参加希望」もつけて投稿してくださ

い！ 

※非公開設定の方は、公開設定にしてから応募してください。 

※写真の有無は問いません。 

 

■当選発表 

厳正な抽選の上、SNS のダイレクトメッセージ（以下、「DM」とします。）にて、当選者ご本人に個別にご連絡いたします。Web サイトや SNS 上での

当選者の発表はございません。 

当選のご連絡を差し上げた際、指定の期日までに賞品受領の意思をご返信ください。（指定の期日までにご返信をいただけない場合、次点の方へ

権利を振替させていただきます。） 

 

応募規約 

SAKANA ＆ JAPAN PROJECT 事務局（以下、「当事務局」とします。）が SNS を活用して実施する「パパさかな大使×カリフォルニアワイン 

協会プレゼンツ 『カリフォルニアワインマンス作戦 2020』」キャンペーン（以下、「本キャンペーン」とします。）にご応募の方（以下、「応募者」 

とします。）は、応募する際にこの＜応募規約＞への同意が必要です。以下をよくお読みいただき、同意いただけた場合にのみ、応募してください。 

 

１．SNS に本キャンペーンのハッシュタグ『#カリフォルニアワインマンス作戦 2020』を付けてツイートまたはシェア等発信された場合には、本規約に同

意し本キャンペーンに応募したものとみなします。万が一同意いただけない場合はハッシュタグの削除、または当該投稿の削除を行ってください。 

２．募集期間内の応募数に制限はございません。何度でもご応募いただけます。但し、オンライン料理教室インタラクティブ参加権の当選は、お 1

人様 1 回とし、２回の料理教室ともに当選することはありません。またプレゼント応募のために重複する内容で複数回投稿された場合は、無

効とします。 

３．ご応募は日本国在住者（住所が日本国内）の方に限ります。 

４．賞品の換金および権利の第三者への譲渡はできません。 

５．ご応募の際のインターネット接続料および通信費はご自身のご負担になります。 

６．本キャンペーンへの参加は、応募者自らの判断と責任において行うものとし、ご応募に際して応募者に何らかの損害が生じた場合、当事務局      

の故意または重過失に起因する場合を除き、当事務局はその責任を一切負いません。 

７．やむを得ない事情により、本キャンペーンの募集期間や賞品の内容等が変更になる場合があります。 

８．配送状況の都合により、当選者にイベント当日までに豪華食材セット等（カリフォルニアワイン、イチジク、ザクロ、ブラータチーズ、オリーブオイル）

が届かないことがございますので予めご了承ください。 

９．オンライン料理教室で使用する食材等は、本キャンペーンの当選者に贈られる賞品以外は、当選者各自でご用意いただきます。なお、ご用意

いただく食材は、当事務局より当選者に対し、事前に SNS の DM で直接連絡します。 

10．オンライン料理教室へのインタラクティブ参加は１組何人でも構いませんが、オンライン料理教室で使用する食材のうち、本キャンペーンの当選

者に贈られる賞品は２~３人相当の分量ですので、あらかじめご了承下さい。 

11．カリフォルニアワインは当事務局から、イチジク、ザクロ、ブラータチーズ、オリーブオイルについては、協賛各社から直接発送されます。 

12．住所、転居先不明・長期不在などにより賞品をお届けできない場合には、当選を無効とします。 

13．当選通知をご案内する DM により、指定の期間内に必要事項を返信いただけない場合、当選の権利が無効となりますのでご注意ください。 

 

■注意事項 

１）SNS 投稿について 

１．同じ画像（同じ「おつまみ画像」を別角度から撮影したものを含む）の複数投稿によるご応募は無効です。 

２．Instagram ストーリーズや Facebook ストーリーズへの投稿は無効です。 



３．必ず応募方法をご確認いただき、SNS の DM を確認・受信できる設定にしてください。 

４．SNS を非公開にしている、または画像が適切にアップロードされていない場合のご応募は無効です。 

５．指定のハッシュタグをつけて本キャンペーンに応募した画像およびテキスト（文章やハッシュタグ）は、投稿と同時に何ら手続きを要する 

ことなく、当事務局が本キャンペーンに関係する使用態様（SAKANA & JAPAN PROJECT の記録・広報、または公式 SNS や 

WEB サイト・動画コンテンツなどとして二次利用する場合を含む）において、応募者自らが当事務局に対し、自己の肖像や著作権、 

その他一切の権利（以下、「肖像等権利」とします。）の使用を許諾したものとします。 

６．当事務局が前項に定める範囲内で本キャンペーンに応募された画像およびテキストを二次利用する場合、応募者は当事務局が必要な 

改変（軽微な修正等）を行う場合があることをあらかじめ了承し、応募者は著作者人格権を行使しないものとします。 

７．他人の肖像等権利を侵害する画像、公序良俗に反する画像、他人のプライバシーを侵害する画像によるご応募は無効です。 

応募者以外の第三者が被写体として映っている場合は、応募画像が本キャンペーン関連のウェブサイト、印刷物、その他の媒体に 

使用されることにつき、応募者が自己の責任において当該第三者の了承を得た上で本キャンペーンに応募するものとします。 

８．応募画像内で確認できる対象物によって肖像等権利の第三者の権利侵害があったとして当該第三者から請求を受けた場合、 

当事務局は一切責任を負いません。 

 

２）オンライン料理教室について 

1. イベント当日、本事務局から贈られる食材以外に必要な食材および調理器具は、各自で用意をお願いいたします。 

2. イベント当日の様子は、YouTubeLive（限定公開）にて公開します。また当事務局（当事務局が許諾した第三者を含む）の記録・広

報、または公式 SNS や WEB サイト・動画コンテンツ、または産経新聞、産経ニュースなどで露出/掲載がする場合がございます。当事務局

は、イベント参加者の肖像等権利について、YouTubeLive にて動画コンテンツとしてライブ配信する場合も含め、上記「１）SNS 投稿につ

いて」５項および６項に準じて利用できるものとします。当日イベントに参加される方の中で、YouTubeLive でのライブ配信を除き、本項に

挙げる媒体への露出/掲載に問題がある場合は、事前に当事務局にお知らせください。 

3. イベント参加時のインターネット接続料および通信費はご自身のご負担になります。 

 ４．本イベントの進行は、当選者の皆様らが安全にご参加いただくために細心の注意を払いますが、当選者におかれましては、特にお子様が一緒に

参加される場合は、包丁等の調理器具の取扱い時や火を扱う時など、くれぐれもお子様から目を離さず、お子様の元を離れることのないようご

注意ください。けが・やけどに十分ご注意いただき、本イベント中に発生した事故による損害については、当事務局の故意または重過失に起因

する場合を除き、当事務局はその責任を一切負いません。 

 

■禁止事項 

本キャンペーンへのご応募に際し、以下の行為を禁止します。当事務局は、応募者が以下に該当する行為を行ったと判断した場合は、 

アカウントのブロック、当選の取り消し等の必要な対応をとる場合があります。 

1. 本規約に違反する行為 

2. 本キャンペーンの運営を妨げる行為 

3. 他人に迷惑、不利益、損害または不快感を与える行為 

4. 他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為 

5. 他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

6. 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為 

7. 当事務局が本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断する行為 

8. 第三者のメールアドレス、ニックネーム、Twitter および Instagram および Facebook のアカウント情報その他の個人情報等を不正に使用

して投稿する行為 

9. 自作の未発表のものでない画像を投稿する行為 

10. 他の公募や同種のキャンペーン等と二重に投稿する行為 

11. Twitter または Instagram、Facebook が提供するサービスの利用規約に違反して投稿する行為 



12. 当事務局が悪質または不適切であると判断する行為 

13. わいせつ、児童ポルノおよび児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為 

14. 営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為 

15. 法令に違反し、または公序良俗に反する行為 

16. その他、前各号に類似し、当事務局が不適切と認めた行為 

 

■免責・その他 

１．本キャンペーンに関し、当事務局はいかなる保証をするものではなく、利用者または第三者が被った以下の場合に生じた損害について、 

当事務局は責任を負いかねます。ただし、当事務局の故意または重過失により損害を被った場合は、この限りではありません。 

① 本キャンペーンへのご参加、ご応募に際して、ソフトウェア・ハードウェア上の事故、火災、停電、通信環境の悪化等の非常事態が 

発生した場合。 

② 本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。 

③ 本キャンペーンサイトの利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。 

④ 第三者による本キャンペーンのサービスの妨害、情報改変などによりサービスが中断もしくは遅延し、何らかの欠陥が生じた場合。 

⑤ 故意または重過失なくして本キャンペーンが提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場合。 

２．当事務局は、本キャンペーンサイトの利用・利用停止もしくは不能（各種 Web サービスのサーバーダウン等を含む）および本キャンペーンの 

ご応募により応募者に生じた一切のトラブル・損害（直接・間接を問いません）等について、如何なる責任も負いません。ただし、当事務局の 

故意または重過失により損害を被った場合は、この限りではありません。 

３．本キャンペーンへの応募に関連して、応募者と第三者との間に紛争が発生した場合には、応募者は、自己の責任と負担において当該紛争を 

解決するものとし、当事務局に損害を与えることのないようにするものとします。 

４．当事務局は、本キャンペーンについて（全部または一部）、応募者に事前に通知することなく変更または中止することがあります。なお、必要と 

判断した場合には、応募者への予告なく本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要な措置をとることができま

す。 

５．本規約の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとします。また、本キャンペーンの応募規約に関する紛争については、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。 

 

 

■個人情報の取り扱いについて 

ご記入、または送信いただいた個人情報は当事務局が本キャンペーン当選者への賞品の発送や手続き、本件に関する諸連絡に利用します。 

お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令等により開示を求められた場合を除

く）なお、お客様の個人情報は当事務局の個人情報保護方針に基づき安全かつ適切に管理いたします。 

詳しくはこちらをご確認ください。 

●プライバシーポリシー https://37sakana.jp/privacy.html 

 

■キャンペーンに関するお問い合わせ papasakana@37sakana.jp 

https://37sakana.jp/privacy.html

