LCC 初、高知就航記念！

〜高知自慢して、旅に出よう！～
「#ジェットスター地元自慢」投稿キャンペーン
応募概要
応募はカンタン、高知のいいところ自慢を投稿♪
当選者は、高知発・東京（成田）行き、または高知発・大阪（関西）行きの初便フライトにご招待！
【応募期間】
2018 年 10 月 1 日（月）～2018 年 10 月 31 日（水）
【応募資格】

日本国内在住の方（以下、応募資格者）
※未成年の方が応募される場合は、事前に親権者または未成年後見人の承諾を得てください。ただし、主催者およびそ
の関連法人、並びにそれらの各役員、従業員、請負業者および代理人（以下「キャンペーン当事者」といいます。）の応募
は対象外といたします。また、賞品を使用してキャンペーン当事者と旅行を共にすることはできません。

【応募方法】
①
ジェットスター・ジャパンの公式 Instagram アカウント「@jetstar_japan」をフォロー
②
地元・高知の魅力をアピールする写真を
指定のハッシュタグ等とともにご自身の Instagram アカウントから投稿
◆投稿テキストには必ず以下の内容を含めてください。
「#ジェットスター地元自慢」、「#高知」、「@jetstar_japan」
※公式アカウントをフォローいただいていない場合は、応募が無効となります。
※投稿写真の確認のため、応募資格者の Instagram アカウントが「公開」に設定されている必要があります。また、ハッ
シュタグのつけ忘れや間違いにはご注意ください。応募が無効となる場合があります。

【賞品】
初便フライト（2018 年 12 月 19 日〔水〕）へのご招待（最大 3 組 6 名様分）
※初便は TV・新聞などのメディアの取材・撮影が入ります。メディアへの映り込みやインタビュー取材の可能性がござい
ますので、あらかじめご了承ください。
※当日の様子を撮影する予定です。撮影内容は、後日、主催者のウェブサイトやソーシャルメディア等に掲載される場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

●初便フライトについて
搭乗便は以下のどちらかをお選びいただけます。
➢ GK472 便／2018 年 12 月 19 日（水）高知 13：40 発→大阪（関西）14：30 着
➢ GK426 便／2018 年 12 月 19 日（水）高知 15：05 発→東京（成田）16：25 着
※初便フライトを往路として利用する場合：復路の航空券は、希望者にのみご提供いたします。（12/20（木）～12/25（火）
から選択）
※初便フライトを復路として利用する場合：希望者にのみ往路の航空券として、東京（成田）発の高松または松山行きのジ
ェットスターの航空券をご提供します。（12/13（木）～12/19（水）から選択／国内直行便のみ対象）
※エコノミークラス「Starter」利用。20kg の受託手荷物を含みます。機内での食事や飲み物、その他の諸費用、航空券以
外の交通費等は含まれません。座席の指定はできません。乗り継ぎ便のご利用はできません。諸条件が適用されます。
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※ご自宅と空港間の移動に関する費用や高松空港・松山空港から高知空港までの費用および宿泊費用等に関しては、
当選者ご自身のご負担となります。

【当選発表】
要件を完全に満たした応募者の中から、選考により当選者を決定いたします。
当選者へは、2018 年 11 月 16 日（金）までにジェットスター・ジャパンの Instagram 公式アカウント
（@jetstar_japan）よりダイレクトメッセージを送付させていただきます。
※賞品に含まれる航空券の受け取り等については、ダイレクトメッセージの指示に従ってください。
※本キャンペーンはやむを得ない事情により予告なく変更・中止となる場合があります。本キャンペーンには、その他の諸
条件が適用されます。応募の際は必ず応募規約をご確認ください。
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LCC 初、高知就航記念！
～高知自慢して、旅に出よう！～
「#ジェットスター地元自慢」投稿キャンペーン

応募規約
「『#ジェットスター地元自慢』投稿キャンペーン」（以下、「当キャンペーン」といいます。）への応募に際し、以下
の応募規約（以下、「本規約」といいます。）への同意が必要です。

1. 当キャンペーンへの応募に際し、本規約を必ずお読みください。当キャンペーンに応募することで、本
規約に同意したものとみなされます。
2. 当キャンペーンの主催者は、ジェットスター・ジャパン株式会社とします。
≪応募期間≫
3. 当キャンペーンは、2018 年 10 月 1 日（月）に開始し、同年 10 月 31 日（水）（日本時間）に終了いた
します。（以下「応募期間」といいます。）応募期間中のご応募のみ有効といたします。
≪応募資格≫
4. 応募者は日本国内在住の方（以下「応募資格者」といいます。）に限ります。未成年の方が応募される
場合は、事前に親権者または未成年後見人の承諾を得てください。主催者およびその関連法人、並
びにそれらの各役員、従業員、請負業者および代理人（以下「キャンペーン当事者」といいます。）の
応募は対象外といたします。また、賞品を使用してキャンペーン当事者と旅行を共にすることはできま
せん。
≪応募方法≫
5. 当キャンペーンの応募方法は、以下の通りです。
① ジェットスター・ジャパンの公式 Instagram アカウント「@jetstar_japan」をフォローします。
② 応募資格者ご自身の Instagram アカウントから、地元・高知の魅力をアピールする写真をア
ップロードし、以下の内容をテキスト内に記載し投稿してください。投稿が完了すれば、応募
は完了です。
a. ハッシュタグ「#ジェットスター地元自慢」
b. ハッシュタグ「#高知」
c. 「@jetstar_japan」の記載
※公式アカウントをフォローいただいていない場合は、応募が無効となります。
※投稿写真の確認のため、応募資格者の Instagram アカウントが「公開」に設定されている必要があります。
また、ハッシュタグのつけ忘れや間違いにはご注意ください。応募が無効となる場合があります。

≪投稿内容使用の許諾と人格権不請求の承諾≫
6. 応募者が当キャンペーンで使用した投稿内容に関する著作権を保持している場合、今後の同様のキ
ャンペーンやコンテストの宣伝のために主催者のウェブサイトやソーシャルネットワーキングサービス
（Facebook、Instagram、Twitter、YouTube 等）（以下「SNS」といいます。）に投稿内容が掲載される
ことを含め（ただし、それに限定されません。）、主催者あるいはジェットスターの名を冠する他の系列
会社が行なうキャンペーン、広告、マーケティング活動との関連の有無に関わらず、投稿内容をあら
ゆる利用目的であらゆる媒体において無期限かつ著作権使用料なしで全世界において無制限使用
する再実施権を、応募者は主催者に対して許諾するものとします。ただし、投稿内容に関する著作権
はあくまで著作者に帰属します。投稿内容はテキスト等も含め、イメージを損なわない程度に加工・修
正する場合があります。
7. 応募者は、当キャンペーン主催者が投稿内容をいかなる形で使用した場合にも、著作者・実施者の同
一性保持権や氏名表示権、誤った氏名表示をさせない権利、および、場所を問わず今後発生するも
のも含めた同様の権利（以下「人格権」といいます。）を請求しないことを承諾するものとします。
8. 一旦応募された投稿内容の取り下げ、変更には応じられません。
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9. 投稿内容に関して、第三者の権利（著作権、肖像権など）を侵害するものは使用できません。被写体
に第三者の著作物（美術品、映画、写真など）または肖像などが含まれる場合は当該第三者から事
前の承認を得ていることが必要です。投稿内容について、応募者、主催者または第三者との間にトラ
ブル等が発生した場合、応募者は自らの責任および費用においてそのトラブルの解決を図るものとし
ます。主催者は一切関与をせず、また一切の責任を負いません。
10. 当キャンペーンへの応募のために SNS に投稿された内容について、主催者は一切関与をせず、また、
その投稿によって発生した直接・間接の損失・損害に対し、一切の責任を負いません。
11. 当キャンペーンの応募や参加に際し必要となる、通信に関わるプロバイダー利用料、電気使用量、パ
ケット通信料等の諸費用は全て応募者の負担といたします。
12. 主催者は、投稿内容が、本条件もしくは関連法が定める禁止事項に該当するか、またはその他の理
由で不適切であると合理的に考える場合、当該投稿内容を不適格とみなす権利を有しております。そ
の場合、協議はなされず、主催者の独自の裁量で判断し、投稿をキャンペーンサイト上から削除する
権利を有します。
13. 当キャンペーンへの応募は、複数回可能です。
14. 不正確、不完全、判読不能または解読不能な応募内容は、無効とみなし、受け付けいたしません。主
催者は、投稿内容が、本条件若しくは関連法が定める禁止事項に該当するか、またはその他の理由
で不適切であると合理的に考える場合、当該入力内容を不適格とみなす権利を有しております。その
場合、協議はなされず、主催者の独自の裁量で判断いたします。
15. 主催者は、応募者の名前、年齢および住所確認のため身分証の提示を求める権利を有します。また、
主催者は、正当性や有効性を確認する権利、および不正入力が行われたと判断された応募資格者を
失格とする権利を有します。
16. 投稿内容の紛失、応募の遅滞、または投稿内容の誤りについて、主催者は責任を負いません。
≪選考≫
17. 要件を完全に満たした応募資格者の中から選考で当選者を決定いたします（計 3 組 6 名様）。投稿
内容はオリジナリティ（独創性）、高知の魅力が伝わっているかなどに基づき判断されます。
≪賞品≫
18. 初便フライト（2018 年 12 月 19 日〔水〕）へのご招待（最大 3 組 6 名様分）
※初便は TV・新聞などのメディアの取材・撮影が入ります。メディアへの映り込みやインタビュー取材
の可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※当日の様子を撮影する予定です。撮影内容は、後日、主催者のウェブサイトやソーシャルメディア
等に掲載される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●初便フライトについて
搭乗便は以下のどちらかをお選びいただけます。
➢ GK472 便／2018 年 12 月 19 日（水）高知 13：40 発→大阪（関西）14：30 着
➢ GK426 便／2018 年 12 月 19 日（水）高知 15：05 発→東京（成田）16：25 着
※初便フライトを往路として利用する場合：復路の航空券は、希望者にのみご提供いたします。
（12/20（木）～12/25（火）から選択）
※初便フライトを復路として利用する場合：希望者にのみ往路の航空券として、東京（成田）発の高松
または松山行きのジェットスターの航空券をご提供します。（12/13（木）～12/19（水）から選択／国内
直行便のみ対象）
※エコノミークラス「Starter」利用。20kg の受託手荷物を含みます。機内での食事や飲み物、その他
の諸費用、航空券以外の交通費等は含まれません。座席の指定はできません。乗り継ぎ便のご利用
はできません。諸条件が適用されます。
※ご自宅と空港間の移動に関する費用や高松空港・松山空港から高知空港までの費用および宿泊
費用等に関しては、当選者ご自身のご負担となります。
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19. ご提供する航空券を利用できなかった場合でも、払い戻しなどの補償は行いません。航空券を利用し
てのご旅行は、上記に指定された旅程内である必要があります。当選者は、旅行出発日の 2 週間前
までに予約の申込及び確認を行う必要があり、空席がある場合にのみ予約を行うことができます。ま
た、空席がある場合でも、賞品として提供できる座席には限りがあるため、搭乗率の高いフライトはご
予約できない場合があります。旅程表発行後は、氏名の変更などを含め、旅行の手配に関して一切
の変更を行うことはできません。当選者が 12 歳未満の場合、ご旅行には保護者の同伴が必要となり
ます（当選者が指定する同伴者として保護者が同伴する場合を除き、保護者の方の航空券は賞品に
は含まれませんので、航空券の費用や手配等はすべてご自身で負担いただく必要があります）。ご旅
行は、ジェットスターの運送約款に従うものとします。
20. 当選者は、賞品を受け取るための条件として、賞品の利用条件を全て遵守しなければなりません。
21. 賞品授与の際に、主催者に賞品受け取りの意思表示をした当選者が応募者本人であることを確認す
る場合があります。理由の如何にかかわらず、本人確認を行えない場合には、当選が無効となり、賞
品を授与出来ない場合があります。
22. 賞品は、定められた条件で使用しなければならず、当選者が定められた条件下で賞品を使用できな
い場合でも、補償は支払われません。賞品を換金したり、その他の物品またはサービスと交換したり
することはできません。また、賞品を他人に譲渡することはできません。
23. 当選者は、賞品による旅行に際して、提携航空会社のポイントやマイルを貯めることはできません。ま
た、現金による運賃の上乗せまたはポイントやマイルによって、座席をアップグレードすることはできま
せん。
≪当選者の発表≫
24. 当選者へは 2018 年 11 月 16 日（金）までにジェットスター・ジャパン公式 Instagram アカウント
「@jetstar_japan」よりダイレクトメッセージをお送りします。賞品の受け渡しなどの詳細は、メッセー
ジの指示に従ってください。
25. 当選結果についてのお問い合わせには一切応じることはできません。
≪選考のやり直し≫
26. 当選者が当キャンペーンに関する本条件を満たすことができない場合、または、当選者が賞品を放棄
するか、引き取らない場合、主催者は選考をやり直す権利を有します。
≪責任の制限≫
27. 当選者は、健康状態その他政府の要求を遵守することおよび一切の旅行関連書類（ビザなど）を準備
することにつき、責任を負うものとします。主催者は、旅行の目的地における安全性、環境またはその
他の問題につき、一切ご連絡いたしません。
28. 主催者が合理的に制御できず、主催者による本条件の遵守を不可能にさせるような作為、不作為、
出来事または状況が生じた場合、主催者は、自己の義務の不履行または履行遅滞について、責任を
免れるものとし、同時に（適用法に基づいて）当キャンペーンを解除、終了、変更または中止する権限
を有しております。
29. キャンペーン当事者は、当キャンペーンの宣伝または賞品の使用から生じた一切の損失、損害、費用、
料金または人身傷害（以下、「損害等」）に対して、法令に特別な定めがない限り、一切の責任を負い
ません。なお、上記の損害等には、直接的、間接的および派生的な損害等が含まれますが、これらに
限られません。さらに、かかる損害等には、自然の成り行き上、当然に発生することが合理的に予測
できないような損害等も含まれるものとし、キャンペーン当事者がかかる損害等の発生を予想してい
た場合も同様といたします。
30. 第 29 項に定められる免責は、以下のいずれかの責任を制限または免除するためには適用されませ
ん。
a) 主催者が通常の業務の過程で提供する物品またはサービスの提供に関連して被った人身傷害
または死亡に対する責任（なお、疑義を避けるために付言すると、第三者が提供する物品また
はサービスのうち、当キャンペーンと関係のないもの、キャンペーン当事者と無関係の第三者が
通常の業務の過程で提供したもの、および、主催者が通常の業務の過程で提供しないものは、
上記の物品またはサービスに含まれておりません。）
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31.

32.

33.
34.

b) 本項で意図される方法で制限または免除することが、法律上認められない責任（ただし、その場
合においても、当該法律上認められる最大限の範囲で、かかる責任を制限できるものといたしま
す）
主催者は、当キャンペーンを主催する目的で、応募者の個人情報を収集することができます。応募さ
れた内容は、すべて主催者の財産に帰属します。応募資格者は、主催者が当キャンペーンの実施お
よび賞品授与の目的で、当キャンペーンに関連して提供された個人情報を使用することにつき、同意
するものとします。上述の一般性を制限することなく、当キャンペーンに関連して提供された応募資格
者の個人情報は、主催者のプライバシー・ポリシーに従って取り扱われます。
当キャンペーンは、Instagram が後援、指示又は管理するものではなく、また、Instagram と関連する
ものでもありません。したがって、提供される情報は、すべて主催者に提供され、Instagram には提供
されません。各応募者は、当キャンペーンに参加した場合、当キャンペーンから生じた一切の行為又
は請求から Instagram を免責したものとみなされます。また、当キャンペーンに関する一切の質問、コ
メント又はクレームは、Instagram ではなく、主催者に直接問い合わせていただくようお願いいたしま
す。
本条件およびその解釈、履行または強制履行は、日本法に拠るものとします。
当キャンペーンに起因若しくは関連する係争または請求については、東京地方裁判所を第一審の管
轄裁判所とします。

----------------------------------------------------------------------≪「#ジェットスター地元自慢」投稿キャンペーンに関するお問い合わせ≫
問い合わせ先：jetstarcompetitionjapan@jetstar.com
※ご返信には、3 営業日ほどかかる場合がございます。（土日祝日の返信不可）
※キャンペーン以外のお問い合わせには対応できかねますのでご了承ください。
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