
応募規約 

株式会社ありあけ(以下、「当社」といいます）が主催する「勝利への願いを届けよう！キャ

ンペーン第２弾」（以下、「本キャンペーン」といいます）に、以下に記載された応募規約（以

下、「本規約」といいます）の内容をご理解し、ご同意のうえ、ご応募ください。お客様が

本キャンペーンにご応募された時点で、本規約にご同意いただいたものといたします。 
 
■ 応募レシート発行期間 
2022 年 4 月 21 日（木）09:00～2022 年 4 月 30 日（土）22:00 
※期間中に発行されたレシート番号が印字されたレシートをお持ちのお客様が対象となり

ます。 

  
■ 応募期間 
2022 年 4 月 21 日（木）10:00～2022 年 5 月 1 日（日）23:59 
 
■ 対象店舗 
ありあけ直営店舗（ありあけ本館ハーバーズムーン、ありあけ本館ハーバーズムーン 戸塚

モディ店、ありあけ シァル鶴見店、横濱菓子ありあけ マークイズみなとみらい店、横濱菓

子ありあけ 新横浜プリンスペペ店、ありあけ シァル桜木町店、ありあけ ジョイナステラ

ス二俣川店、ありあけ ハーバースタジオ横浜ハンマーヘッド店、ありあけ本館ハーバーズ

ムーン シァル横浜店）以上 9 店舗 
 
※Y’s ハーバータカシマヤフードメゾン新横浜店、横濱ありあけハーバーズムーン 横浜タ

カシマヤ店、ありあけそごう横浜店、ありあけ本館ハーバーズムーン 京急上大岡店の 4店

舗はキャンペーンの対象外となります。 

 
■ 応募方法 
横浜 DeNA ベイスターズハーバー5 個入または横浜 DeNA ベイスターズムーンガレット☆

希望の星を含む税込 1,000 円以上購入していただいたレシートの QR コードをスマートフ

ォンで読み取り応募フォームに必要事項を入力ください。 
購入金額によって応募できるコースが異なります。 
※ご応募はお一人様につき１応募までとなり、複数回応募しても１応募としてカウントい

たします。 
※必須項目に入力がない場合や、購入履歴が確認できない場合は、応募対象外となります。 
※応募フォーム内、ベイスターズへの応援メッセージを入力していただいた方の中からラ

ンダムで弊社ホームページ内で紹介をさせていただきます。 



 
■購入対象商品  
横浜 DeNA ベイスターズハーバー5 個入 
横浜 DeNA ベイスターズムーンガレット☆希望の星 
※店舗よっては取り扱いがない場合がございます。 

 
■ 参加資格 
本キャンペーン期間中に応募フォームに入力された方。 
本規約の定める利用規約に同意いただける方。 
日本国内に賞品の受領の為に必要な住所又は居所を有する方。 
ご自身の情報をもって、正確な発送先情報をご入力いただける方。 
 
■ 抽選方法・当選者の発表について 
応募者の中から厳正なる抽選・審査の上、当選者を決定します。 
当選者の発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。 
Ａコース、Ｂコースは 2022 年 5 月上旬に発送予定です。 
※C コースのみ 5 月中旬の発送予定です。 
発送先情報のご提供後、同一人物の重複当選が判明した場合、重複分の当選は無効とさせて

いただきます。 
賞品の発送先は日本国内に限定いたします。 
都合により賞品の発送が多少遅れる場合もございます。予めご了承ください。 
賞品の発送にあたり、発送方法・発送日程・時間帯指定等のご希望にはお答えできません。 
配達時にご不在であった場合は、宅配便の不在票にてご対応お願いします。保管期限内にお

受け取りいただけない場合も再送はいたしません。 
ご当選者様の住所、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

を無効とさせていただきます。 
当選で獲得された権利は、第三者に譲渡することはできません。 
抽選・審査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。 
 
 
 
 
 
 
 
 



■ 賞品

【Ａコース】：スタンド練習見学＋観戦ペアチケット

対象商品を含む購入金額 2,000 円（税込）以上のレシートで応募可能 
13 日 5 組 10 名様

14 日 5 組 10 名様

※スタンド練習見学は、試合前にグランドで行われる練習をスタンドから見学できます。

試合とはひと味違う選手たちの真剣な表情を是非ご覧ください。

・当選者ご本人とお付き添い 1 名様の計 2 名様（ご乳幼児も 1 名に含む）のみご参加いた

だけます。

・参加される 2 名様以外のお付き添いの方はスタンドに入れません。

・集合時間は試合開始 3 時間 30 分前となっており、途中参加は出来ません。

【B コース】：観戦ペアチケット 
対象商品を含む購入金額 1,500 円（税込）以上のレシートで応募可能 
13 日 10 組 20 名様

14 日 10 組 20 名様

【Ｃコース】：特製トートバック＋横浜 DeNA ベイスターズ応援商品の詰め合わせ 20 名

様

対象商品を含む購入金額 1,000 円（税込）以上のレシートで応募可能 

観戦ペアチケットについて

・YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2022 Supported by ありあけハーバーは横浜スタジア

ムで開催の、横浜 DeNA ベイスターズ 対 阪神タイガース戦での実施を予定しております。 
・試合開始時間

13 日 10 組 20 名様  18:00～ 
14 日 10 組 20 名様  14:00～ 

・球場までの交通費・宿泊費は含まれません。

・上記試合が荒天中止になった場合は日本野球機構（NPB）の指定する振替試合にて実施

させていただきます。

その際の詳細に関しましては、ご当選者様にご案内させていただきます。



■ 注意事項

・応募者が 18 歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。本キャンペーンへご

応募された場合、当該応募者は保護者の方の同意を得ているものとみなします。

・本キャンペーンには、スマートフォンから応募することができますが、一部機種ではご応

募できない場合がございます。

・お客様のスマートフォンの操作方法など、端末に関する質問にはお答えできませんので、

お持ちのスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。

・ネットワークの混雑や障害などによりサイトに接続しにくい場合がございます。予めご了

承ください。

・ご応募の際にかかる通信料などはお客様のご負担とさせていただきます。

通信回線などのトラブルに関して、当社及びキャンペーン事務局はその責任を負いません。 
・当選はお 1 人様につき 1 回までとなります。

・同一人物による複数アカウントでの連続応募など、キャンペーン運営上、平等性を欠くよ

うな妨害・不正行為と当社が判断した場合、事前予告なく当選を無効とさせていただく場合

がございます。

・本キャンペーンへの投稿に起因するアカウントの制限又は凍結に関して当社は一切の責

任を負いかねますので、予めご了承ください。

・ご当選の権利（賞品）を第三者へ譲渡、又は換金することはできません。

・本キャンペーンの賞品をオークションに出品する等の転売行為は禁止致します。これらの

行為（転売を試みる行為を含みます）が発覚した場合、当選を取り消させていただくことが

ございます。

・本キャンペーンの賞品の転売により、何らかのトラブルが発生した場合、当社及びキャン

ペーン事務局は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。

・賞品のデザイン・仕様などは、変更になる場合がございます。予めご了承ください。

賞品の交換、換金、返品等には応じかねますので、予めご了承ください。

・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

・本キャンペーンは、やむを得ない事情により中止又は内容が変更となる場合がございます

ので、予めご了承ください。

・お客様は、本キャンペーンへの応募をもって、本キャンペーン上での応募者情報が使用さ

れる場合があることに同意するものとします。

・本キャンペーンの当選者は、同時期に実施している他のキャンペーンと重複して当選でき

ない場合がございます。

・景品表示法の制限を超える重複当選を避けるため、本キャンペーンと同時期に実施されて

いる他のキャンペーンの事務局と本キャンペーンの当選者情報を確認・参照することがご

ざいます。予めご了承ください。



■ 禁止事項

本キャンペーンへの応募に際して、以下の行為を禁止します。当社は、お客様が以下に該当

する行為又は該当する恐れのある行為を行ったと判断した場合は、お客様の応募の選考除

外、当選の取り消し、お客様への損害賠償請求及びその他当社が必要と判断する一切の措置

を講じることがございます。

本規約の定めに抵触する行為

・本キャンペーンの適正な運営を妨げるもの又はその恐れのある行為

・公序良俗に反し、又は反する恐れのある行為

・法令等に違反し、又は犯罪行為に結びつくもの又はその恐れのある行為

・当社及び他人に迷惑、不利益、損害又は不快感を与える行為

・当社及び他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

・当社及び他人の著作権その他知的財産権を侵害する行為

・当社及び他人の財産、プライバシー、肖像権もしくはその他の法律上保護された権利を侵

害する行為

・わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為

・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為

・上記のほか本キャンペーンの趣旨・目的に合わないと当社が判断した行為

■ 著作権、商標等知的財産権について

本キャンペーンのすべての著作物、肖像、キャラクター、マーク、その他の情報は、当社な

いしその提供者が著作権、商標権（トレードマークやサービスマーク）等の知的財産権、又

はその使用権その他の権利を有しております。

本キャンペーンにおけるダウンロード、プリントアウトその他の方法による複製は、個人的

又は家庭内での限られた範囲における私的使用に限らせていただきます。

本キャンペーン内の情報及びプログラムを、他のホームページや印刷物に転用（コピー、ア

ップロード、掲載、引用など）することはお控えください。

その他著作権法で認められている範囲を超えて、本キャンペーン内に掲載されているコン

テンツを無断で使用することはお控えください。

■ 免責事項

当社は、本キャンペーンに掲載される情報の正確性、合法性、道徳性、最新性、適切性など

について何らの保証も致しません。

当社は、細心の注意を払って、情報を掲載していますが、本キャンペーンで提供する情報、

プログラム、各種サービス、その他本キャンペーンに関するすべての事項について、その完



全性、正確性、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。 
当社は、お客様による本キャンペーンへの応募に関連してお客様が被った損害ならびにお

客様と第三者の間で生じたいかなる紛争についても、その原因の如何を問わず、いかなる責

任も負担いたしません。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではあ

りません。 
 
■個人情報の取り扱いについて 
ご提供いただいたお客様の個人情報は、当社が厳重に管理し、賞品の配布などに利用させて

いただきます。 
本企画の賞品配布後、不要となりました個人情報は、一定期間をもって破棄いたします。当

該情報は、お客様からのお問合せ等に対する回答のご連絡、賞品の当選通知及び賞品発送に

伴うご連絡、景品表示法で制限される重複当選の確認に必要な範囲で利用させていただき

ます。 
また、個人を特定しない形でのサービス向上のための統計データとして利用させていただ

く場合がございます。当社は、当該情報につき利用目的の達成に必要な範囲内において第三

者に個人情報の取扱委託を行う場合又は法令等で開示が求められた場合を除き、事前にお

客様の同意を得ずに第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づいて開示請求

された場合はこの限りではありません。 
 
■ その他 
本キャンペーンは当社が主催しており、運営は当社が委託・設置する本キャンペーン事務局

（以下、「事務局」といいます）が行わせていただきます。 
当社は、必要と判断した場合には、本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正を確保

するために必要なあらゆる対応をとることができるものとします。 
本キャンペーンに応募していただくにあたり、お客様は事務局の運営方法に従い、当該運営

方法について一切異議を申し立てないものとします。 
事情の如何を問わず、本キャンペーンの利用又は利用不能によりお客様に損害が生じたと

しても、当社もしくは事務局に故意又は重大な過失がない限り、当社及び事務局は当該損害

につき責任を負わないものとします。 
当社は、お客様が本規約の定めに違反したことで当社もしくは事務局が被った損害の賠償

を請求できるものとします。 
本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。 
 
 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/10d97959741094

