
ワタシプラス Twitter みんなで #えきちゅぽ を盛り上げよう 

フォロー&ツイート キャンペーン 応募規約 

1． 応募規約について 

・この応募規約（以下、「本規約」といいます。）は、資生堂ジャパン株式会社（以下、

「主催者」といいます。）が主催する「ワタシプラス Twitter みんなで #えきちゅぽ を

盛り上げよう フォロー&ツイートキャンペーン」（以下、「当キャンペーン」といいま

す。）に関する条件を規定することを目的としています。当キャンペーンにご応募いただ

く際には、本規約をよくお読みいただき、本規約が適用されることにご同意いただける場

合に限り、ご応募ください。なお、当キャンペーンの応募期間中に「３．応募要領につい

て」に従ってご応募いただいたことをもって、本規約に同意いただいたものとみなしま

す。本規約は、当キャンペーンに関する応募者と主催者の合意の内容となります。 

・主催者は、当キャンペーン内容の変更の必要が生じた場合や適用法令の改正があった場

合、その他主催者が必要と認めた場合に、本規約の全部または一部を改定することができ

るものとします。この場合、ワタシプラス公式 Twitter アカウント（ＵＲＬ：

https://twitter.com/wp_shiseido）その他主催者所定の方法により、事前にお知らせしま

す。改定の効力は、上記のお知らせに特段の記載がない限り、ワタシプラス公式 Twitter

アカウント（ＵＲＬ：https://twitter.com/wp_shiseido）に改定後の規約を掲示した日から

３日後に生じるものとします。 

・当キャンペーンはフィーチャーフォンには対応しておりません。PC もしくはスマート

フォンをご利用いただくようお願いいたします（ご当選しても、賞品を受け取ることがで

きません。この場合、当選を無効とさせていただきます）。 

2．賞品について 

応募いただいた方の中から、抽選で最大 30 名さまに以下の賞品をプレゼントいたします

（「#えきちゅぽ」の総ツイート数に応じて賞品・当選者数が追加されます）。 

 

＜10,000 ツイート達成＞ 

・ｄ プログラム まるごと体感セット 10 名さま  

 

セット内容：ｄ プログラム 

（ホワイトニングクリア ローション ＭＢ (医薬部外品)／ホワイトニングクリア エマル

ジョン ＭＢ (医薬部外品)／カンダンバリア エッセンス／アレルバリア ミスト／アレル

バリア エッセンス） 



 

＜20,000 ツイート達成＞ 

・マキアージュ 旬顔がつくれる人気アイテムセット 10 名さま      

 

セット内容：マキアージュ 

（ドラマティックルージュ EX RD430／ドラマティックスタイリングアイズ BE303／ドラ

マティックムードヴェール RD100／パーフェクトブラックライナー／ダブルブロークリ

エーター （ペンシル）カートリッジ BR611／ダブルブロークリエーター （パウダー）カ

ートリッジ BR611／アイブロー用ホルダー／アイブローカラーワックス N クリアブラウ

ン／ビューティーシルエットマスカラ BK999／ドラマティックスキンセンサーベース ナ

チュラル／ドラマティックジェリーリキッド オークル 10） 

 

＜30,000 ツイート達成＞ 

・エリクシール スペシャルつや玉セット 10 名さま 

セット内容：エリクシール シュペリエル 

（メーククレンジングオイル Ｎ／スムースジェルウォッシュ／ブースターエッセンス C

／リフトモイストローション T (医薬部外品)／リフトモイストエマルジョン T (医薬部外

品)／デーケアレボリューション T (医薬部外品)／デザインタイム セラム／エンリッチド 

リンクルクリーム S（医薬部外品）／リフトナイトクリーム W／スリーピングジェルパ

ック W／リフトモイストマスク Ｗ ＜６枚入り＞） 

 

※賞品は、主催者の都合により変更になる場合があります。 

※Twitter のダイレクトメッセージにて、当選賞品をご案内させていただきます。 

賞品は、お選びいただけませんので、ご了承ください。 

3. 応募概要について 

（１）応募期間 

2020 年 11 月 6 日（金）18:00 から 2020 年 11 月 18 日（水）23:59 まで 

 

（２）応募方法 

STEP1：ワタシプラス公式 Twitter アカウント「@wp_shiseido」をフォロー 

STEP2：ハッシュタグ「#えきちゅぽ」をつけて、投稿 

 



（３）応募対象者 

・本応募規約に同意いただける方 

・当選後、「ワタシプラス会員」（年会費無料・登録料無料）にご登録入会いただける方

（会員の方は新たな手続は必要ありません。） 

・日本在住の方 

・資生堂グループおよび業務委託先の関係者以外の方 

 

（４）当選発表 

・厳正なる抽選の結果、当選者には、2020 年 12 月上旬頃 Twitter のダイレクトメッセー

ジで当選通知を送信します。なお、選外の方にはご連絡いたしませんので、予めご了承く

ださい。 

・当選方法、抽選結果等に関するお問合せは対応しかねますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

 

（５）当選後についてのご注意 

・ダイレクトメッセージで指定した期間内に、ご連絡先、商品お届け先等、必要事項を指

定の方法でご登録ください。なお、配送先登録フォームには、当選者ご本人のみがご登録

ください。期日までに当選者から所定のご連絡をいただけない場合または入力内容に不備

がある場合は、ご当選の権利を無効とさせていただく場合があります。 

・当選者のうち、ワタシプラス会員への登録がお済みでない方については、ワタシプラス

会員（年会費無料・登録料無料）にご登録いただく必要があります。ワタシプラス会員へ

のご登録は任意ではありますが、ダイレクトメッセージにて案内するワタシプラス会員の

登録フォームの手続きを完了いただけない場合には、ご当選の権利を無効とさせていただ

きます。なお、賞品の配送先につきましては、上記配送先登録フォームにご登録いただい

た配送先とさせていただきます。 

 

4. 応募詳細・注意事項 

・ご応募には Twitter のアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、アカ

ウントの作成をお願いいたします。なお、アカウント作成にあたっては、お客さまご自身

で Twitter の利用規約等をご確認ください。 

https://www.shiseido.co.jp/sw/member/auth/SWFG011010.seam?cid=247972&flashId=266011
https://www.shiseido.co.jp/sw/member/auth/SWFG011010.seam?cid=247972&flashId=266011


・投稿の非公開設定を ON にされている方は、ご応募の対象外となりますのでご注意くだ

さい。 

・当選者の方には、Twitter のダイレクトメッセージで配送先情報の登録フォーム URL を

ご案内いたしますので、ワタシプラス公式 Twitter アカウントを必ずフォローしてくださ

い。 

・ご応募いただいた Twitter アカウントを削除した場合、もしくはワタシプラス公式

Twitter アカウントのフォローを解除した場合は、応募の対象外またはご当選の権利が無

効となりますのでご注意ください。 

・本規約冒頭に記載の通り、当キャンペーンはフィーチャーフォンには対応しておりませ

ん。PC もしくはスマートフォンをご利用いただくようお願いいたします。（ご当選して

も、賞品を受け取ることができません。この場合、当選を無効とさせていただきます）。 

・賞品の発送までにワタシプラス会員を退会された場合には、応募およびご当選の権利が

無効となりますのでご注意ください。 

・当選の権利は、当選者ご本人に限り有効であり、当選者は、ご家族を含む第三者に対し

て当選の権利を譲渡・転売することはできません。また、お受け取り後の賞品のオークシ

ョンへの出品等転売行為は固く禁止させていただきます。 

 

5. 応募・当選資格について 

・1 投稿 1 口でお一人さま何回でもご応募いただけますが、当選はお一人さま一回とさせ

ていただきます。なお、同一人物による重複当選が発覚した場合およびその他主催者が必

要と判断した場合には、主催者から事前連絡をすることなく重複部分の当選を無効とさせ

ていただく場合があります。 

・賞品のお届けは一つの住所につき一個のみとなります。また、賞品のお届先は、日本国

内に限らせていただきます。 

・ご応募は日本在住の方に限らせていただきます。 

・未成年の方は保護者の同意を得た上で当キャンペーンにご応募ください。未成年の方が

応募された場合は、保護者の同意を得ているものとみなします。 

・一旦ご応募いただいた場合、ご応募の撤回はできません。 

・資生堂グループの社員および関係者は応募できません。 



・当選者の住所、転居先が不明、長期不在等で、ご当選のご連絡がつかない場合または賞

品がお届けできない場合、ご当選の権利を無効とさせていただきます。 

・配送先登録フォームへご登録後のお届け先の変更は承ることはできませんので、ご注意

ください。 

・賞品の発送は、2020 年 12 月下旬頃を予定しております。都合により賞品の発送が遅れ

る場合もございますので、予めご了承ください。 

・個人情報の登録はあくまでもお客さまの任意ですが、お客さまの個人情報その他の登録

内容に不備がある場合やお客さまとご連絡が取れない場合などは、ご当選の権利を無効と

させていただく場合がございます。 

・公序良俗に反する行為や、不正応募、明らかな商業行為などが認められる場合には、主

催者の判断で抽選の対象から除外させていただきます。 

・ご当選の権利は当選者さまご本人に限り有効であり、ご家族を含む第三者へ譲渡または

換金をすることはできません。 

・ご応募の際の通信費およびそれに付随する費用の一切は、全てお客さまのご負担となり

ます。 

・本規約および Twitter が定める規約に反する不正な利用（架空、他者へのなりすまし、

複数アカウントの所持など）があった場合、主催者にて予告なしに応募・当選を無効とさ

せていただきます。 

・お客さまは、キャンペーン応募のツイート投稿に関して以下の事項につき予め承諾する

ものとします。 

① 主催者が、投稿とそのキャプション（アカウント名・アイコン画像を含む）を、主

催者による記事・SNS・Web 等に、商品の宣伝広告及び店頭販促目的のために加

工・編集した上で利用する場合があること。 

② 投稿は掲載されたWebページ等により第三者によってダウンロードや二次利用さ

れる場合があること。 

③ 投稿に関わる著作権は当キャンペーンに応募されるお客さまご本人に帰属します

が、主催者が、期間・地域に制限なく投稿を上記の通り利用することを許諾し、主

催者に対して著作者人格権を行使しないこと。 

・ご応募にあたっては、第三者の著作権およびその他の知的財産権、肖像権やパブリシティ

権など、第三者の権利を侵害し、または薬機法や景表法をはじめとする広告規制に関する法

令やその他各種法令、公序良俗に違反し、またはこれらに違反するおそれのある行為をしな

いでください。これらの行為に該当すると主催者が判断した投稿については、主催者から削

除依頼をさせていただく可能性があります。 



・当キャンペーンに関するお問い合わせは、下記「10.当キャンペーンに関するお問い合わ

せ」により承ります。ただし、抽選や当選に関するお問い合わせには、一切お答えいたし

かねますので、予めご了承ください。 

6. 個人情報の取り扱いについて 

・お客さまより提供されるすべての個人情報（SNS アカウント名情報等を含む）は、主催

者がお預かりし、当キャンペーンの運営および諸連絡、主催者の商品・サービスやキャン

ペーンに関するリターゲティング広告等の各種 SNS 広告の配信・表示、ならびに個人を特

定しないマーケティングデータの集計・分析のみに使用し、その他の目的では使用いたし

ません。また、主催者は、当該業務を委託する先に対して、委託に必要な範囲でこれらの

情報を提供する場合を除き、個人情報をお客さまに断りなく第三者に提供いたしません。

お客さまからいただいた個人情報は、当キャンペーン終了後においても、主催者および業

務委託先にて、責任をもって適切に管理・使用いたします。 

・個人情報の登録はあくまでもお客さまの任意です。ただし、個人情報の登録に不備があ

る場合、またはお客さまの連絡先が不明でありご連絡ができない場合は、ご応募または当

選の権利が無効となりますのでご注意ください。 

・お客さまの個人情報等の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加または削除およ

び利用停止、消去または第三者への提供の拒否権に関するご請求は、適切に対応いたしま

す。当キャンペーンに関する個人情報の取扱いに関しては、主催者のプライバシーポリシ

ーである「個人情報について」に準拠します。 

・主催者における個人情報保護管理者は、情報セキュリティを担当する部門の責任者とし

ます。 

・個人情報に関するお問合せは､「10．当キャンペーンに関するお問い合わせ」をご確認

ください。 

・主催者は、当キャンペーンにおいて当選等され、ワタシプラス会員に登録された後のお

客さまの個人情報を「ワタシプラス会員規約」および「個人情報について」に基づいて取

り扱います。 

7. 変更･中断・中止･終了について 

主催者は、当キャンペーンの一部または全部を事前にお客さまに通知することなく、変

更･中断・中止･終了することができます。なお、これにより生じた損害については、主催

者に故意または重過失のない限り、主催者は一切責任を負わないものとします。 

8. 損害賠償について 

https://www.shiseido.co.jp/member.html
https://www.shiseidogroup.jp/privacy-policy/


・お客さまは、当キャンペーンへの応募とその結果に対して責任を負い、お客さまの責に

帰すべき事由により、他の参加者または第三者に損害を与えた場合、お客さまの責任と費

用をもってこれを解決するものとします。 

・お客さまは、当キャンペーンへの応募に関して、お客さまの責に帰すべき事由により主

催者に損害を与えた場合、主催者が被った損害を賠償するものとします。 

9. その他 

・本規約に定めのない事項はすべて「ご利用に際して」、「個人情報について」および

「ワタシプラス会員規約」によるものとします。 

・本規約の解釈および適用は、日本法に準拠します。 

・当キャンペーンおよび本規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所をもっ

て第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

10. 当キャンペーンに関するお問い合わせ 

お問い合わせは、Twitter のダイレクトメッセージで受け付けております。 

ワタシプラス Twitter 公式アカウントあてに、ダイレクトメッセージにてご連絡くださ

い。 

なお、抽選や当選に関するお問い合わせには、一切お答えいたしかねますので、予めご了

承ください。 

 

※お問い合わせの際に、個人を特定できる情報（メールアドレス、電話番号、住所等の個

人の特定につながる情報）をご提供いただく必要はございません。個人情報をご提供いた

だく場合は、ご提供方法(入力フォーム URL 等)をダイレクトメッセージにてご案内いたし

ます。 

※諸事情により、ご返信に数日お時間を頂戴することがございます。 

※土日祝日はお休みさせていただきます。 

https://www.shiseido.co.jp/term_of_use.html
https://www.shiseidogroup.jp/privacy-policy/
https://www.shiseido.co.jp/member.html

