メルセデス・ベンツ日本株式会社（弊社）の実施する【メルセデス ミー10 周年記念】
“自分へのご褒美”旅、プレゼントキャンペーン（以下、当キャンペーン）にご応募いただ
いた方の中から、抽選で下記賞品をプレゼントいたします。
当キャンペーンに応募される方は、下記の応募規約（「個人情報の取り扱いについて」を含
みます）の全てにご同意いただいたものとみなします。詳細につきましては下記をご覧くだ
さい。本規約は、弊社により予告なく変更されることがあります。
【応募資格】
・日本国内にお住まいの方。
・メルセデス ミー公式 Twitter（ @mercedesme_jp ）をフォローし、対象の投稿に
希望する賞品番号を記載して引用リツイートしていただける方。
・Twitter のアカウントをお持ちの方。
・規約事項に同意いただける方。
・（A 賞ご希望の場合）日本国内で有効な運転免許を 1 年以上お持ちの方。
【応募期間】
2021 年 7 月 28 日（水）～8 月 31 日(火) 23:59 のリツイートまで
【賞品】
A 賞：
東京「ザ・リッツ・カールトン日光」ご一泊+メルセデス・ベンツ貸出し：2 組様（1 名 1 組）
大阪「アマネム伊勢志摩」ご一泊+メルセデス・ベンツ貸出し：2 組様（1 名 1 組）
のいずれか
※お客様のご希望により 2 名 1 組まで増員が可能です。
※2 名 1 組でご参加の場合は 1 名 1 組でのご参加の場合にご利用いただける館内利用券等の
オプションが含まれなくなります。
B 賞：
メルセデス ミー 東京・大阪でグッズ購入に使える 3,000 円分カード：10 名様
【当選発表】
当選発表は、ご当選された方へのみ、9 月中旬頃までに、Twitter ダイレクトメッセージ
にてご連絡いたします。
※メッセージが送信できなくなる可能性がありますので、結果発表までフォローを
外されたり、非公開アカウントにされませんようお願いいたします。
【注意事項】

・新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染拡大状況により、A 賞の内容を変更または
中止とさせていただく場合がございます。
・引用リツイートに希望する賞品の番号が記載されていない場合、応募対象外となります。
・Twitter のアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。
・当選発表までに Twitter のアカウント名を変更された場合、応募対象外とさせて
いただく場合がございます。
・当選者の方は、発送先情報入力のため Mercedes me Portal 会員にご登録いただく必要が
ございます。
・未成年の方の応募には保護者の同意が必要となります。
・当選賞品は選択することができません。
・当選権利を換金、または第三者に譲渡することはできません。
・当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いたします。
・賞品は予告なく変更となる場合がございます。
・当選ダイレクトメッセージをお受取いただけなかった場合、当選を無効にさせていただく
場合がございます。
・当選ダイレクトメッセージの再送はいたしかねます。
・弊社がやむを得ないと判断した場合、当キャンペーンは内容の一部変更または中止になる
場合がございます。
・Twitter のルールとポリシーに反する不正なアカウント（架空のアカウント取得、他者へ
のなりすまし、複数のアカウントの所持など）を利用して応募があった場合、弊社の判断
により当該アカウントからの応募を無効とさせていただく場合がございます。
・第三者の著作権その他の権利を侵害する又はそのおそれのある応募であることが判明
した場合、当選を無効にさせていただく場合がございます。
・禁止事項に該当する場合、応募対象外となります。
・当キャンペーンは、Twitter, Inc.とは一切関係がありません。
・当キャンペーンの投稿は、PC とスマートフォン、タブレットからのみとなります。
・弊社および正規販売店関係者の応募は無効となります。
・反社会的勢力に属する方のご応募はお断りいたします。
・当キャンペーンへの応募（リツイート）に際し、当キャンペーンの趣旨に合わない等、
弊社事務局が不適切と判断した場合、応募は無効となります。
・インターネット通信料・接続料は投稿者の負担となります。
・本件についてのお問い合わせはダイレクトメッセージではお受けしておりません。
当キャンペーンに関するお問い合わせについては下記【当キャンペーンに関するお問い
合わせ先】までご連絡ください。
【A 賞に関する注意事項】
・ご当選された方が日本国内で使用できる普通自動車免許をお持ちでない場合、当選を

無効とさせていただきます。
・車両の貸出し及び返却は、車両を貸出しされた場所のみとさせていただきます
（メルセデス ミー 東京もしくはメルセデス ミー 大阪）。また、車両貸出し場所まで
の交通費は当選者様の負担となります。
・当選者様の車両をお預かりすることはできかねます。ご来店の際は必ず公共交通機関を
ご利用ください。
・メルセデス・ベンツのお貸出しは最大 3 日間とさせていただきます。
・お貸出し車両は、選択いただけません。
・宿泊施設への宿泊は、1 泊 2 日となります。
・宿泊プランの選択はできません。
・宿泊日は当選者様と調整させていただきますが、ご希望に添えない場合もあります。
・賞品には、1 名様分の宿泊費、宿泊日の夕食、翌日の朝食、車両のお貸出し費用が含まれ
ます。それ以外の個人的な費用、現地までの交通費、期間中に発生する諸費用（交通費・
高速代等を含む）はご当選者様で負担いただきます。
・2 名 1 組でご参加の場合は 1 名 1 組でのご参加の場合にご利用いただける館内利用券等の
オプションが含まれなくなります。
・宿泊施設までの交通費等はご当選者様で負担いただきます。
・車両返却時は、洗車／車内清掃／燃料満タン済にてご返却ください。
・当選された方には別途、弊社の定める誓約書にご署名いただきます。
・車両保険等につきましては、当選された方に別途ご連絡させていただきます。
・新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染拡大状況や天災等によりお貸出し・宿泊が
難しいと判断する場合には、事前または当日にご連絡のうえ、延期させていただく場合が
ございます。
・日程確定後お客様のご都合によりキャンセルされる場合の、宿泊日の再設定は
いたしかねます。
【B 賞に関する注意事項】
・メルセデス ミー 東京・大阪で使える 3,000 円分カードの有効期限は
2022 年 3 月 31 日です。
・有効期限を過ぎたカードは使用できません。
・釣り銭は出ませんのでご注意ください。
・メルセデス ミー 羽田・メルセデス ミー@Shinagawa Prince Hotel では使用できません。

【当キャンペーンに関するお問い合わせ先】
メルセデス・ベンツ

キャンペーン事務局（campaign@mercedes-benz-service.jp）

メール返信対応時間 10：00～18：00（土日・祝日を除く）
【禁止事項】
当キャンペーンへの応募（リツイート）に際して、次の事項に該当する投稿を行わないもの
とします。
・著作権・肖像権・商標権等、弊社または第三者の権利を侵害するもの
・弊社を含む、他者になりすましたもの
・公序良俗又は法令に反するもの
・営業活動、広告や商品・サービスの勧誘を目的とするもの （アフィリエイト広告を含む）
・本人や第三者の個人情報を含むもの
・運営を妨げる内容もしくは当ページの信頼を失う行為またはそのおそれのあるもの
・政治活動、宗教に関連するもの
・反社会勢力等への利益供与または、そのおそれがあるもの
・個人・企業・団体・国・地方公共団体を中傷誹謗するもの
・弊社に関係のない商品の紹介・宣伝する商業目的のもの
・各ソーシャルメディアが定める利用規約に反するもの
■個人情報の取扱いについて
１．利用目的について
弊社は、ご当選された方について取得した個人情報を次に定める利用目的の範囲内で利用
します。
(1)

お申込みにお応えするため

(2)

お申込みに関するお問合せ等に対する回答及び個人情報の｢開示等の求め｣への対応
のため

(3) 弊社の自動車販売事業及び自動車ローンやリース等の付随サービスに関するフェア、
商品・サービス情報、イベント等についての電話、電子メール、SNS（ソーシャルネッ
トワーキングサービス）
・SMS（ショートメッセージサービス）、訪問、DM 及びメルセデ
ス・ベンツに関する情報誌発送等によるご案内を行うため
(4)

弊社の自動車販売事業及び付随サービスに関する商品・サービスの企画・開発、消費
者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動のためのアンケート調査を行う
ため

(5)

定期点検、車検・保険満期等のアフターサービスに関する印刷物の送付・電話・電子
メール・SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）・・SMS（ショートメッセージサ
ービス）訪問、DM 等の方法によるご案内のため

(6)

社内統計資料作成のため（年齢構成、性別構成等）

２．共同利用について

弊社が管理責任者となり、以下の表のとおり個人データを共同利用することがあります。な
お、弊社は、利用目的、利用情報の変更、追加等が発生した場合は、容易に知り得る状態に
置くものとします。
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３．第三者提供について
(1) 弊社は、弊社の正規販売店およびダイムラー社（その関係会社を含む）に個人データを
提供させていただくことがあります。
(2) 弊社は、ドイツ、オランダ、アメリカ、メキシコ、インド、シンガポール、フィリピン、

その他の外国にある関係会社およびサーバー管理会社等の委託先に個人データを提供
します。
(3) 弊社は、1.に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、株式会社リロクラブに個人デー
タの取扱いを委託します。尚、委託先は、委託された業務以外に当該情報を使用しない
ものとします。(4) 弊社は、上記(1)(2) (3)の場合を除き、弊社サービスの提供に当た
って取得した個人データを、事前に同意を得ることなく、第三者に提供しません。但し、
人の生命、身体または財産の保護に必要があるときなど、国内外の法令に基づく場合に
は、個人情報の第三者提供を行うことがあります。
4．その他
その他個人情報の取扱いに関しては、Mercedes me Portal ユーザー規約をご確認ください。
https://member.mercedesbenz.co.jp/policy/Mercedes_me_portal_Terms_of_Condition_JP.pdf
2021 年 7 月 28 日制定

