
「ブレンディ®」インスタントコーヒー 

カフェオレのおいしさのヒミツはどれ？キャンペーン 

応募規約 

 

■応募期間 

2020 年 5 月 25 日(月)0:00～6 月 7 日(日)23:59 

 

■応募方法 

味の素AGF株式会社（以下「AGF」）が運営するＡＧＦ®【公式】Twitterアカウント（@agfcm2）

をフォローし、応募期間中に【「ブレンディ®」インスタントコーヒー カフェオレのおいし

さのヒミツはどれ？キャンペーン】の回答として、カンバセーショナルカードの選択肢か

ら 1 つを選んでツイート（応募）してください。 

※ツイート応募は１投稿につき１回まで可能ですが、当選の権利は１アカウントにつき１

回とさせていただきます。 

※当選者の個人情報取得後に同一人物による複数アカウントを利用しての重複当選が発覚

した場合には、個人情報のご登録が先に完了している応募について当選したものとし、そ

れ以降の当選は無効とさせていただきます。 

※応募いただく際は必ずアカウントの投稿を“公開”にした状態で応募ください。投稿が非公

開の場合は応募とみなされませんのでご注意ください。 

※リツイート、引用ツイートは応募対象になりませんのでご注意ください。 

 

■賞品/当選人数 

・選べる電子マネーギフト「EJOICA セレクトギフト※ 1」1,000 円分＋  

「ブレンディ®」インスタントコーヒー70g1 袋 /オリジナル牛乳瓶グラス /マド

ラースプーンセット※ 2 200 名様  

 

※1 【EJOICA セレクトギフトとは】  

EJOICA セレクトギフトは、提携している各種電子マネー等のラインナップの中

から自由に選択し、ギフト金額を登録（交換）することができる、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・カードソリューション（以下「NTT カードソリューション」）

が発行する電子マネーギフトです。  

詳細はホームページ（  http://pr.ejoica.jp/c/howto/ejoica.html  ）をご覧ください。  

※交換できる電子マネー等のラインナップは、各キャンペーン等によって異な

ります。  

※2 サイズ /容量：【グラス】Ф55×H140mm/220ml 材質：ソーダガラス   

【マドラー】W25×179mm/2g 材質：ステンレス  

http://pr.ejoica.jp/c/howto/ejoica.html


【注意事項】  

◆EJOICA セレクトギフト  

・EJOICA セレクトギフトは、店舗等でのお支払いに直接利用することはできま

せん。ご利用にはインターネット環境が必要です。  

・EJOICA セレクトギフトには有効期限があります。有効期限を経過すると使用

できなくなります。  

・換金、返金又は取消、再発行はできません。  

・登録（交換）に必要な通信機器、通信費等は利用者の負担となります。  

・EJOICA セレクトギフトの登録サイトは、日本国外からのアクセスはできませ

ん。  

・交換先の電子マネー等のサービス内容、お問い合わせ先などの内容は変更さ

れることがあります。  

・交換先の電子マネー等のラインナップは、NTT カードソリューション社と提

携先との契約により、予告なく増減することがあります。  

・AGF は、EJOICA セレクトギフトの紛失、盗難、破損、ギフト ID の漏洩によ

り当選者に生じた損害につき、一切の責任を負いません。また、EJOICA セレク

トギフトから交換先電子マネー等への交換完了後、当該交換先電子マネー等の

紛失、盗難、偽造又は変造等により、当選者に損害が生じた場合でも、AGF は

一切の責任を負いません。  

・また、NTT カードソリューション社と提携先との契約により、告知より電子

マネーの交換レートが低く設定されているものがあります。  

・その他注意事項は「EJOICA セレクトギフト利用者規約」

（  http://pr.ejoica.jp/c/terms/ejoica.html  ）をご確認ください。  

 

◆グラス  

・本来の用途以外に使用しないでください。・初めて使用される際には、付着している油分

やゴミ等をよく洗い流してから使用ください。・食器洗浄機・電子レンジ・オーブン・直火

での使用はお避けください。本品の破損や絵柄部分が変色する原因となります。・強い衝撃

や、急激な温度変化は破損の原因となりますので、急熱急冷での使用はお避けください。・

割れまたは傷が入った場合、直ちに使用を中止してください。思わぬケガの原因となりま

す。・使用後は食器用洗剤をつけて柔らかいスポンジ等で全体を洗い水気をふき取ってくだ

さい。・金属タワシ・磨き粉等を使用すると表面に傷がつく恐れがございますのでおやめく

ださい。・塩素系漂白剤はご使用しないでください。・粉を入れる場合は、7 分目まで牛乳や

水を注ぎ、粉を入れてよくかきまぜてから残りの水や牛乳を注いでください。満水で混ぜ

るとこぼれる可能性があります。 

 

http://pr.ejoica.jp/c/terms/ejoica.html


＜応募規約＞ 

■応募条件 

・日本国内在住の方であって、賞品のお届け先が日本国内の方。 

・13 歳未満(12 歳以下)の方は保護者の方がご応募ください。 

・ＡＧＦ®【公式】Twitter アカウント（@agfcm2）をフォローしている方。 

※アカウントをフォローしていない場合、当選は無効となります。 

・キャンペーン期間中にカンバセーショナルカードから選択した際に予め入力されている、

キャンペーン対象のハッシュタグとアカウント名(@agfcm2)を含むツイートをした方。 

・キャンペーン期間中に、Twitter のアカウントを保有しており、Twitter アカウントを公

開設定にしている方。 

・味の素グループ各社社員及びその関係者でない方。 

・本応募規約について同意されている方。 

 

■当選発表 

・ご応募いただいた中から選考の上、当選者を決定いたします。 

・当選された方にはＡＧＦ®【公式】Twitter アカウント（@agfcm2）より Twitter のダイレ

クトメッセージにてご連絡いたしますので、ダイレクトメッセージを受け取れる設定にし

てください。（2020 年 6 月中旬ごろより順次ご連絡予定）当選の発表は、ダイレクトメッセ

ージの通知をもって代えさせていただきます。 

※やむを得ない事情により予定を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

・当選後、ダイレクトメッセージにて電子マネー等に交換できる EJOICA セレ

クトギフトの ID を受け取ることができます。ダイレクトメッセージに記載の

URL から、NTT カードソリューション社が運営する EJOICA セレクトギフトの

サイトにお進みいただき、電子マネー等に交換することができます。EJOICA セ

レクトギフトで選択できる電子マネー等の中から、予めご希望の電子マネー等

をお手元にご用意の上選択し、当該電子マネー等への交換サイトにてギフト金

額を電子マネー等に交換する手続きを完了させてください。EJOICA セレクトギ

フトには有効期間があり、有効期間経過後は使用できませんのでご注意くださ

い。  

・また、ダイレクトメッセージ内に記載の URL から当選者様情報入力のフォームにアクセ

スいただき、EJOICA セレクトギフト以外の賞品のお届け先等、当選者様情報を登録いただ

きます。なお、当選者様情報を登録いただいた場合であっても、登録情報の不備や転居先

不明、長期不在などにより賞品がお届けできない場合、賞品発送日から 10 日以内にご連絡

が無い場合、当選を無効とさせていただきます。 

・当選のダイレクトメッセージ受領後、ダイレクトメッセージ記載の指定期日までに当選

者様情報をご登録いただけない場合は当選を無効とさせていただきますので、予めご了承



ください。 

・EJOICA セレクトギフト以外の当選賞品の発送に関しては、2020 年 7 月上旬頃を予定し

ておりますが、諸事情により、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。 

・当選結果などに関するお問い合わせにはお応えいたしかねます。予めご了承ください。 

 

■投稿内容（Twitterアイコンを含む）の利用について 

・ＡＧＦ®【公式】Twitterアカウント（@agfcm2）をフォローした方、又はフォローし本キ

ャンペーンに応募された方の、Twitter上での本キャンペーン及び賞品に関する投稿文言及

び画像（Twitterアイコン含む）に関する著作物その他の権利は、当該投稿文言及び画像の

投稿者に留保されますが、味の素ＡＧＦ株式会社（以下「ＡＧＦ」）では、それらを複製、

編集、加工、二次著作物の作成等により、ＡＧＦ®LoungeやＡＧＦ®【公式】Twitterアカウ

ント（@agfcm2）、店頭販促物（ポスターやシールなど）に掲載又は広告利用目的で使用

させていただく場合がございます。掲載又は使用に際し、ＡＧＦが投稿者から個別にご承

諾をいただくことや、投稿者に対し何らかの対価をお支払いすることはございませんので、

あらかじめご了承ください。なお、投稿者は、投稿内容に係る著作者人格権を保有してい

たとしても、ＡＧＦに対し、当該権利を行使しないものとします。 

 

■注意事項 

・キャンペーン期間中に Twitter のアカウント名を変更、非公開に設定または削除した場合

は、当選のダイレクトメッセージを差し上げることができないため本キャンペーンで当選

された場合も無効となります。 

・本キャンペーンは Twitter 社の提供・協賛によるものではありません。投稿者は、Twitter

社の定める利用規約を遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募する

ものとします。本キャンペーンへの投稿に起因するアカウントの制限または凍結に関して

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。 

・投稿テーマの内容と合っていないもの、公序良俗に反しているもの、第三者の権利を侵

害するものまたはそのおそれのあるもの、その他本キャンペーン事務局が不適切だと判断

した投稿は応募対象外となります。なお、理由については一切開示いたしません。 

・キャンペーンのご応募などに必要な通信料等は、お客様のご負担となります。 

・お使いいただいているパソコンの環境、また一部のスマートフォンではご応募いただけ

ない場合がございます。 

・配送地域、天候、交通状況、お客様がご不在の場合など、賞品のお届けに遅れが生じる

場合がございます。 

・賞品の交換・換金・返品の要請にはお応えできません。また賞品受領の権利の譲渡等は

できません。 



・以下のいずれかに該当する場合、応募及び当選権利は無効とさせていただきます。 

・事務局からのダイレクトメッセージが不到達の場合 

・事務局からのダイレクトメッセージに対し、期日までに返信いただけない場合 

・応募者の住所が不明、連絡不能等の理由により、賞品、当選通知及び当選書類のお届け

が出来ない場合 

・事務局が定める応募規約を満たさない場合 

・本キャンペーンへの応募にあたり、不正行為（※）が発覚した場合 

※不正行為とは、同一人物による複数アカウントでの連続応募、SNS のアカウントやメー

ルアドレスを不正に取得したり、大量に取得したりする行為、名前やメールアドレスその

他の情報を偽って応募・登録したりする行為などをさします 

・本キャンペーンは、やむを得ない事情により中止または内容・賞品等が変更となる場合

がございますので、予めご了承ください。  

・本応募規約は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 

・応募条件となっているＡＧＦ®【公式】Twitter アカウント（@agfcm2）をフォローして

いない場合や、短時間にフォローとフォロー解除を繰り返した場合はダイレクトメッセー

ジをお送りすることができませんので、選考の対象外となります。ご注意ください。 

・Twitter が提供するサービスのメンテナンスや不具合、応募者の利用する通信端末や通信

業者の提供するサービスの不具合などにより、本キャンペーンへの応募が行えない場合や

情報漏洩その他の損害が応募者や第三者に発生した場合、当社は責任を負いかねます。 

・本キャンペーンについてのツイートを含む応募者の Twitter 上でのツイート内容やこれに

関わる応募者及び第三者間のトラブルについては、当社は責任を負いかねます。 

 

■個人情報の取り扱いについて 

・お預かりしました個人情報はＡＧＦ及び業務委託先にて厳正に管理し、当選のご連絡、

EJOICA セレクトギフト以外の賞品の発送の利用および、個人を特定しない統計などのマー

ケティング目的で使用し、賞品発送完了後一定期間を置いて破棄いたします。また、その

個人情報を、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはござい

ません(法令などにより開示・提供を求められた場合を除く)。その他お客様の個人情報の取

り扱いにつきましては、AGF のプライバシーポリシー（http://www.agf.co.jp/privacy.html）

をご覧ください。 

また、EJOICA セレクトギフトに関して、ご希望の電子マネー等への交換の際に

NTT カードソリューション及び当該電子マネー等提供会社が個人情報を取得す

る 場 合 が ご ざ い ま す 。 詳 し く は 「 EJOICA セ レ ク ト ギ フ ト 利 用 者 規 約 」

（http://pr.ejoica.jp/c/terms/ejoica.html）および各電子マネー等提供会社の個人

情報取り扱い規約をご確認ください。  

 



■お問い合わせ窓口 

ＡＧＦ®キャンペーン事務局 

お問い合わせはこちらからお願いします。 

agf-cp@agf.jp 

受付期間：2020 年 5 月 25 日(月)～2020 年 7 月 31 日(金)  

受付時間：平日 10：00～17：00（土・日・祝日を除く） 

※ご返答は 2～3 日かかる場合がありますので、予めご了承ください。 

※当選結果などに関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。予めご了承ください。 

https://agf.jp/contact/MDAwMDM4/

