Club Jetstar 日本会員限定
「飛べ飛べヒコーキ通勤！」
キャンペーン規約

「飛べ飛べヒコーキ通勤！」キャンペーン（以下、「キャンペーン」といいます。）への参加に際し、以下の規約
（以下、「本規約」といいます。）への同意が必要です。

1. キャンペーンへの参加に際し、本規約を必ずお読みください。キャンペーンに参加することで、本規約
に同意したものとみなされます。

2. 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（以下「主催者」といいます。）とします。
≪キャンペーン期間≫

3. キャンペーンは 2022 年 5 月 11 日（水）に開始し、2022 年 7 月 12 日（火）23:59 に終了いたします。
表示期間はすべて日本時間に従います。
≪参加資格者≫

4. 参加者は日本国内在住で且つ有料会員制プログラム「Club Jetstar」の日本会員資格が有効な方で、
同年 7 月 12 日（火）まで同資格を有する方（以下「参加資格者」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。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。
≪キャンペーン概要≫

5. キャンペーン期間中に参加登録の上、ジェットスター・ジャパンの国内全 17 路線のうち同一路線を 4
フライト*1 以上ご利用された参加資格者の中から、各路線の搭乗実績が最も多い方*2 に 10,000 円相
当のジェットスター フライトバウチャー（A 賞）を各路線 1 名様、計 17 名様に進呈します。また A 賞に
当選された方を除き、ジェットスター・ジャパンの国内全 17 路線のいずれかを 4 フライト*1 以上ご利用
された参加資格者の中から、5,000 円相当のジェットスター フライトバウチャー（B 賞）を抽選で 50 名
様に進呈します。
*1 片道 1 回＝1 フライト、往復 1 回＝2 フライト。
*2 同一路線で最も多く搭乗された方が複数いた場合は、抽選により決定いたします。
※当選の無効が発生した場合や、当選の条件にあてはまる参加資格者数が当選予定数に達しない場合には、当選者数が当
選予定数に達しない場合があります。

6. 集計対象のフライトは Club Jetstar 会員名義でご搭乗いただいた便に限ります。Club Jetstar 会員名
義で複数人数（ご家族等）分をご予約されたフライトでも、Club Jetstar 会員本人のご搭乗分のみが集
計対象となります。

7. 集計対象のフライトはジェットスターのウェブサイトからご予約いただいたフライトに限ります。旅行代
理店等でご予約されたフライトやツアー商品（ジェットスターツアーズを含む）は対象外となります。

8. ご予約の際はジェットスターのウェブサイトより、Club Jetstar 会員情報にご登録のメールアドレスにて
ログインの上、ご予約ください。別のメールアドレスでログインしてご予約されたフライト、またログイン
をせずにご予約されたフライトは、集計対象外となります。
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≪参加方法≫

9. キャンペーン期間中にキャンペーンページの参加登録フォームより参加登録（エントリー）ください。登
録画面で必要事項を入力し送信することでエントリーが完了します。

10. キャンペーンへのエントリーは、キャンペーン期間の途中からでも可能です。エントリー時期にかかわ
らず、キャンペーン期間中のご搭乗分が集計対象となります。

11. キャンペーン期間の途中に Club Jetstar に新規入会された方も、キャンペーンへの参加が可能です。
ただし、その場合は Club Jetstar 入会日（年会費お支払い完了日）からキャンペーン終了日までを集
計対象とします。

12. 主催者は、参加資格者の言動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、参加資格者として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。

13. キャンペーンへの参加に際し、通信に関わるプロバイダー利用料、電気使用量、パケット通信料等な
らびに航空代金、ご旅行時に関わる交通費等の諸費用は全て参加資格者の負担といたします。

14. 主催者は、参加者の名前、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、および不正が行われたと判断された参加資格者を失格
とする権利を有します。
≪当選者の決定≫

15. 要件を完全に満たした参加者について、キャンペーン期間中の Club Jetstar 会員名義での国内線ご
搭乗実績を集計の上、A 賞は同一路線を 4 フライト*1 以上、B 賞は国内全 17 路線のいずれかを 4 フ
ライト*1 以上、それぞれご搭乗いただいた方の中から各賞品の当選者決定方法に基づき当選者を決
定いたします。
A 賞：キャンペーン期間中の各路線の搭乗実績が最も多い方*2（国内全 17 路線ごとに 1 名、計 17 名
様）
B 賞：A 賞の当選者を除き、抽選により決定（50 名様）
*1 片道 1 回＝1 フライト、往復 1 回＝2 フライト。
*2 同一路線で最も多く搭乗された方が複数いた場合は、抽選により決定いたします。
※当選の無効が発生した場合や、当選の条件にあてはまる参加資格者数が当選予定数に達しない場合には、当選者数が当
選予定数に達しない場合があります。

≪賞品≫

16. 賞品は下記の通りです。
A 賞：10,000 円相当のジェットスター フライトバウチャー（国内全 17 路線ごとに 1 名、計 17 名様）
B 賞：5,000 円相当のジェットスター フライトバウチャー（50 名様）

17. バウチャーは当選者の名義で発行されます。バウチャーの名義人が予約・搭乗する場合に限り、バウ
チャーをご利用いただけます。

18. バウチャーのご利用規約については、以下をご確認ください。
a. バウチャーに記載された金額を上限として、ジェットスターのウェブサイトにて予約可能なフライ
トにご利用いただけます（ジェットスター・コネクトの予約を除く）。
b. バウチャーは、記載された失効日まで、お支払い合計が記載の額面に達するまで、数回にわた
りご利用いただけます。
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c.
d.
e.
f.

g.

バウチャーは、記載された失効日までにご利用いただく必要があります。失効日を過ぎるとバウ
チャーは無効となり、以後利用することはできません。
バウチャーは、譲渡できません。本バウチャーの名義人が予約の搭乗者である必要があります。
バウチャーは、現金と同様にお取り扱いください。紛失または盗難が発生した場合、バウチャー
は再発行いたしません。
フライトはご予約時の空席状況によりご利用いただけない場合がございます。すべてのご予約
に、当社の運送約款および運賃規則が適用されます。詳細はジェットスターのウェブサイトをご
覧ください。
バウチャーは、ジェットスターのフライト料金のお支払い（運賃および各種オプション、税金、手
数料を含む）にのみご利用いただけます。バウチャーは、ジェットスターホリデーの商品（宿泊、
フライト＋ホテルのパッケージ、アクティビティ、送迎サービス、駐車料金、保険など）のお支払い
にはご利用いただけません。

≪賞品の受け取り≫

19. 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。
20. 賞品提供の際に、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、賞品を提
供出来ない場合があります。

21. 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。
≪当選者の発表≫

22. 当選者の方にはメールにて 2022 年 8 月末までにご連絡いたします。賞品の受け取り等については、
メールに記載される指示に従ってください。

23. 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≫

24. 当選者が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、主催者は当選を無効とし、選考をやり直す権利を有します。

25. 当選の無効が発生した場合や、当選の条件にあてはまる参加資格者数が当選予定数に達しない場
合には、当選者数が当選予定数に達しない場合があります。
≪責任の制限≫

26. 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）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。

27. キャンペーン当事者は、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。

28. 第 27 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。
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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、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。）
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）

29. 主催者は、キャンペーンを主催する目的で、参加者の個人情報を収集することができます。応募資格
者は、主催者がキャンペーンの実施および賞品提供の目的で、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。また、目的の達成の範囲内で、取得した個人情
報の取り扱いを外部業者に委託する場合があります。上述の一般性を制限することなく、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。

30. 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。
31. キャンペーンに起因も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。

----------------------------------------------------------------------≪「飛べ飛べヒコーキ通勤！」キャンペーンに関するお問い合わせ≫
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（ゴールデンウィーク期間および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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