2018 年 7 月 2 日
九州旅客鉄道株式会社
ＪＲ九州ホテルズ株式会社

Instagram 夏旅キャンペーン
ＪＲ九州ホテルズが運営しているホテル及び旅館の写真を投稿して
宿泊券をもらおう！
ＪＲ九州東京支社では、2017 年 8 月から公式 Instagram を開設し、九州旅行記や九州に関する情報を発信して
います。
開設 1 周年の感謝の気持ちを込めてこの度、ＪＲ九州ホテルズ株式会社とのタイアップ企画として「Instagram
夏旅キャンペーン」を実施します。キャンペーンに応募していただいた方の中から、抽選でＪＲ九州ホテルズが
運営するホテル及び旅館のペア宿泊券をプレゼントいたします。
ＪＲ九州ホテルズが運営するホテル及び旅館は、「また会いたくなるホテルへ。」をテーマに、やすらぎの空
間とあたたかなおもてなしで、お客さまに心ゆたかな時間を提供いたします。駅に近い最高のロケーションで、
観光・ビジネスにとても便利です。夏のご旅行にはぜひＪＲ九州ホテルズをご利用ください！
皆さまからのご応募をお待ちしております！！
1.応募方法 ①ＪＲ九州東京支社公式アカウント Instagram（@jrkyushutokyoshisha）をフォロー
※現在フォローしていただいている方もご応募可能です。
②ハッシュタグ「#ＪＲ九州夏旅 2018●●」をつけて、ＪＲ九州ホテルズが運営するホテル及び
旅館の記事をご自身で撮影した写真をつけて投稿してください。
記事の例：「ブラッサム新宿に泊まったよ！」「花べっぷの温泉最高！」等
※●●には、ご撮影された施設ではなく宿泊を希望される施設別に指定の地名を入力してくださ
い（別紙 1 参照）
③当選された方にはＪＲ九州東京支社のアカウントより、ダイレクトメッセージでご連絡します。
2.応募期間 2018 年 7 月 14 日（土）～8 月 31 日（金）
3.プレゼント内容

ＪＲ九州ホテルズが運営する 9 施設のペア宿泊券 ※各施設とも 1 組さま（別紙 1 参照）

4.応募資格 利用規約に同意していただいた方（別紙 2 参照）
5.当選発表 ・応募締切後に、当選者を決定いたします。
・当選発表は、ご当選者さまにダイレクトメッセージでご連絡いたします。
・ＪＲ九州東京支社のアカウントを必ずフォローしていただきますようお願いいたします。
※お使いの端末の Instagram 通知設定（プッシュ通知）をオンにしてください。
※投稿の非公開設定を ON にされている方は、参加対象外となります。

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前３丁目 25 番 21 号

＜参考＞ 応募の流れ
①ＪＲ九州東京支社公式アカウント Instagram（@jrkyushutokyoshisha）をフォロー

②ハッシュタグ「#ＪＲ九州夏旅 2018●●」をつけてＪＲ九州ホテルズが運営する施設記事を投稿
※●●には、ご撮影された施設ではなく宿泊を希望される施設別に指定の地名を入力してください
（別紙 1 参照）

ブラッサム新宿で朝食！

花べっぷ！温泉たのしみ～

ブラッサム那覇に泊まるよ！

#ＪＲ九州夏旅 2018 那覇

#ＪＲ九州夏旅 2018 新宿

#ＪＲ九州夏旅 2018 別府

③ご当選者さまにはＪＲ九州東京支社のアカウントより、ダイレクトメッセージでご連絡します
（プレゼント発送のため、ご当選者さまの個人情報を伺うことがあります）

別紙 1
●プレゼント対象施設
都道府県

施設名

1

東京都

ＪＲ九州ホテル ブラッサム新宿

2

福岡県

ＪＲ九州ホテル ブラッサム博多中央

3

長崎県

ＪＲ九州ホテル長崎

4

大分県

ＪＲ九州ホテル ブラッサム大分

5

大分県

別府温泉-竹と椿のお宿-花べっぷ※2

6

宮崎県

ＪＲ九州ホテル宮崎

7

鹿児島県

ＪＲ九州ホテル鹿児島

8

鹿児島県

ＪＲホテル屋久島※2

9

沖縄県

ＪＲ九州ホテル ブラッサム那覇

住所
渋谷区代々木

電話

応募時に入力
する地名※1

03-5333-8687

新宿

092-477-8739

博多

長崎市尾上町 1-1

095-832-8000

長崎

大分市要町 1-14

097-578-8719

大分

0977-22-0049

別府

宮崎市錦町 1-10

0985-29-8000

宮崎

鹿児島市武 1-1-2

099-213-8000

鹿児島

0997-47-2011

屋久島

098-861-8700

那覇

2-6-2
福岡市博多区
博多駅前 2-2-11

別府市上田の湯町
16-50

熊毛郡屋久島町
尾之間 136-2
那覇市牧志 2-16-1

上記施設の 1 室 2 名利用（一泊朝食付）の宿泊券をプレゼントいたします。
※1 応募時にハッシュタグ「#ＪＲ九州夏旅 2018●●」をつけて投稿いただきます。●●部分には、ご撮影され
た施設ではなく宿泊を希望される施設に指定した地名を入力してください。
（例）ＪＲ九州ホテルブラッサム新宿への宿泊をご希望の場合、「#ＪＲ九州夏旅 2018 新宿」をつけて
投稿ください。
※2「別府温泉-竹と椿のお宿-花べっぷ」及び「ＪＲ九州ホテル屋久島」は、1 室 2 名利用/1 泊 2 食付
でのご案内となります。

●プレゼントの宿泊期間
2018 年 10 月 1 日（月）～2019 年 3 月 31 日（日） ※一部除外日あり

別紙 2

利用規約
ＪＲ九州東京支社が Instagram を活用して実施する「Instagram 夏旅キャンペーン」（以下、「本キャ
ンペーン」といいます。）に応募される方（以下、「投稿者」といいます。）は、以下の「注意事項」「禁
止事項」「免責事項・その他」をよくお読みいただき、同意の上、投稿してください。Instagram にハ
ッシュタグ「#ＪＲ九州夏旅 2018●●」（以下、「本ハッシュタグ」といいます。）を付けて写真を投稿
することにより本キャンペーンに応募したものとし、本規約に同意したものとみなします。万が一同
意いただけない場合は本ハッシュタグを付けた投稿を中止してください。
※●●には、ご撮影された施設ではなく宿泊を希望される施設別に指定の地名を入力して
ください（別紙 1 参照）

■注意事項
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更される場合があります。
・投稿されたアカウントの公開設定を非公開にされている方は、本キャンペーン審査の対象外とな
りますのでご注意ください。
・本ハッシュタグのない投稿は無効です。
・本キャンペーンへの参加は、必ず自ら撮影した写真によりおこなってください。
・本キャンペーンは Instagram が支援、承認、運営、関与するものではありません。
・投稿データに投稿者を含め、人物が写っている場合は、必ず投稿前に写真使用の許諾を得てく
ださい。また、投稿データに投稿者以外の第三者の知的財産権が含まれる場合、必ず投稿前に
権利者から写真使用の許諾を得てください。
・投稿者は、投稿データについて自らが投稿することについての適法な権利を有していること及び
投稿データが第三者の一切の権利を侵害していないことについて JR 九州東京支社に対し表明
し、保証するものとします。投稿写真内で確認できる対象物によって第三者の権利侵害があった
場合、当社は一切責任を負いません。

■禁止事項
本キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止します。
JR 九州東京支社は、投稿者が以下に該当する行為又は投稿を行ったと判断した場合は、キャン
ペーン審査の対象から除外する場合があります。
・利用規約に違反する行為
・本キャンペーンの運営を妨げる行為
・他人に迷惑、不利益、損害または不快感を与える行為
・他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
・他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
・他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
・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
・公序良俗に反する行為
・Instagram の利用規約・法令に違反する行為

・JR 九州東京支社が本キャンペーンの主旨に沿わないと判断する行為
・JR 九州東京支社が悪質または不適切であると判断する行為
・その他、前各号に類する行為

■免責事項・その他
JR 九州東京支社は、本キャンペーンへの応募により投稿者または第三者に生じた以下の場合の
トラブル・損害（直接・間接を問いません）等について、如何なる責任も負いません。
・本キャンペーンへの参加、応募に際して、ソフトウェア・ハードウェア上の事故、火災、停電、通信
環境の悪化等の非常事態が発生した場合。
・本キャンペーンにおけるシステムの保守を定期的あるいは緊急に行う場合。
・投稿者間または投稿者と第三者の間におけるトラブル等が発生した場合。
・第三者による本キャンペーンのサービスの妨害、情報改変などによりサービスが中断もしくは遅
延し、何らかの欠陥が生じた場合。
・弊社が推奨する環境以外から本キャンペーンに応募したために情報を完全に取得できない場合。
・故意または重過失なくして本キャンペーンが提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があ
った場合。
JR 九州東京支社は、必要と判断した場合には予告無く本利用規約を変更できるほか、本キャン
ペーンの適正な運用を確保するために必要な措置をとることができます。
本キャンペーンへの投稿にかかるインターネット接続料および通信費は閲覧者および投稿者の
ご負担となります。

■個人情報の取り扱いについて
ご当選者さまからダイレクトメッセージにて送信いただいた個人情報は JR 九州東京支社が本キャ
ンペーン当選者への賞品の発送、本件に関する諸連絡のみ利用します。
個人情報は JR 九州東京支社が管理します。お客さまの個人情報をお客さまの同意なしに業務委
託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令等により開示を求められた場合を
除く）
なお、いただいた個人情報は JR 九州東京支社の個人情報保護方針に基づき安全かつ適切に管
理致します。

