
応募規約
Terms for Application

ぼてぢゅう®グループ （以下、 当社） が運営する 「ぼてぢゅう®フィリピン 3 周年記念キャンペー

ン★（以下、 キャンペーン）」 につきまして、 以下のご利用規約 （以下、 本規約） に同意いた

だいた上でご応募くださいますようお願い申し上げます。

「BOTEJYU®Philippines  3rd anniversary campaign ★ (below)」 is presented by BOTEJYU® Group.
Please kindly apply a�er agreeing to the following terms and conditions.

■ プレゼント内容
・ 日本 / フィリピン往復航空券 + 宿泊ペアセット 1 名様 ( 同伴者 1 名様合計 2 名様 )

・ ぼてぢゅう®グループお食事券 ： 2,000 円分 ( 日本限定 ) / 1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) 99 名様

■ Present Contents
・ Japan / Philippines Round-trip Airplane Ticket + Accommodation Pair Set: 
   1 winner (including 1 accompanying person total 2 people) , BOTEJYU® Group. 
・ Meal Tickets: 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in Philippines): 
   99 winners

■ 応募資格
応募時点で応募者の居住国の法律が定義する成人年齢に達している方で公式アカウント（＠botejyu.japan）に

ある本キャンペーンのキャンペーン告知投稿に応募条件を満たすコメントをしていただいた方。

※ Facebook アカウントをお持ちの方に限ります。

※ Facebook を非公開設定にしている方の応募は無効となります。

※ ご使用の PC、 スマートフォンの機種および使用状況、 通信環境等の理由により、 ご応募いただけない場合

　　がございます。

■ Application Quali�cations
Applicants should be who have reached legal adults in the country of living at the time of application and have 
posted a comment that following the application conditions under the Campaign’s Notice post for the present 
campaign posted on the o�cial account（＠botejyu.japan）. 
※ Limited to people with a Facebook account.
※ Applications of persons whose Facebook is set to “not open to the public” are invalid. 
※ Depending on the type and condition of the smartphone or computer used for the application as well as the     
     internet connection etc. application might not be possible.

■ 当選発表
応募締め切り後、 厳正なる抽選の上当選者を決定いたします。

ご当選通知は投稿者様の Facebook メッセンジャーにてご当選通知と賞品発送先登録フォームを送信します。

登録フォームに住所 ・ 氏名 ・ 連絡先 ・ Facebook アカウント名を入力し送信してください。

※ ご当選の連絡から 7 日経過しても入力 ・ 送信完了を確認できない場合は当選権利が無効となります。

※ ご当選の連絡時、 本キャンペーン内の投稿が削除されている場合、 当選権利が無効となります。

※ 当選者の住所が不明確な場合や、 転居による住所変更などの理由により、 賞品をお届けできない場合、

　  当選資格を無効とさせていただく場合がございます。

※ 当選の権利を他人に譲渡することはできません。

※ 賞品の発送は日本国内、 フィリピン国内のみとさせていただきます。

※ ご応募に関して不正な行為があったと当社が判断する場合、 当選を無効とさせていただきます。

※ 当選のご連絡までに、 1 か月から 3ｶ月ほどお待ちいただく場合がございます。

※ 落選の方にはご連絡を差し上げない予定です。 予めご了承くださいませ。

■ Announcement of the Winners 
�e winners will be selected a�er the application deadline through a strict lottery.  
A winning noti�cation will be sent to the poster through Facebook Messenger. �e winning noti�cation will 
contain a form for the registration of the shipping address to be used for sending the prize. Please enter your 
address/ full name/ contact information / Facebook account name and send the information through the form. 
※ If your information is not entered/sent through the form within 7 day a�er the winning noti�cation, you will
     lose the right of winner. 
※ If your comment has been deleted at the time of winning noti�cation, you will lose your right of winner. 
※ A winner might be disquali�ed, in case of an unclear address or if the prize cannot be delivered to the winner 
     due to a change of address etc.
※ It is not possible to transfer the right of winner to a third person.
※ All prizes can only be send from and deliver domestically in Japan or the Philippines. 
※ If our company judges that an applicant has cheated etc. he/she will loses the right to win. 
※ It might take 1 to 3  months until the winners can be announced. 
※ Only winners will be contacted. �ank you for understanding. 

■ 注意事項
【 キャンペーン全般について 】

・ 該当コメントがついていない投稿は応募対象外となります。

・ 同じ Facebook アカウントでの複数投稿によるご応募は 1 回のみとさせていただきます。

・ 本キャンペーン内容は予告なく変更される場合がございます。

・ 本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。

・ 本キャンペーンの応募状況および選考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。

・ キャンペーンの趣旨に沿わない投稿と当社が判断した場合は、 投稿者に連絡なく投稿データの非掲載 ・ 掲載

　後削除等の対応をさせていただく場合がございます。

・ 投稿内容によるトラブルがあった場合、 一切責任を負いません。

・ 本キャンペーンへの参加は、 応募者自らの判断と責任において行なうものとし、 応募の際、 応募者になんらかの

　損害が生じた場合、 当社の故意または重過失に起因するものを除きその責任を一切負いません。

・ 当選した賞品の換金および権利の譲渡はできないものとします。

・ 賞品郵送中の紛失等の事故については責任を負いかねますのでご了承ください。

・ 本キャンペーンは Facebook が支援、 承認、 運営、 関与するものではありません。

■ Precautions
【 About the campaign in general 】
・Posts that are not comments corresponding with the campaign, will not be considered as application. 
・If an applicant posts multiple comments with the same Facebook account it will be considered as a single application. 
・�e contents of the present campaign might be changed without prior notice. 
・�e internet connection costs or communication expenses etc. for applying to the present campaign must be 
    covered by the applicant. 
・Please note that we cannot answer questions about the general application status or the results of the winner lottery. 
・If our company judges that a post/comment is not in line with the purpose of the present campaign, we might 
   hide or delete the post/comment or take other measures without informing the poster. 

・We will not be responsible for any kind of trouble that has occurred due to the contents of the post. 
・�e application to the present campaign is the decision of the applicant and solely his/her own responsibility.  
   Excluding cases of intentional damage or gross negligence from our company, we will not be held responsible for 
   any harm or the like that occurred at the application. 
・A won prize cannot be changed into money or be transferred to another person. 
・Please note that we cannot be held responsible if a prize is lost in the mail or lost due to other accidents a�er it was sent. 
・�e present campaign is neither sponsored, acknowledged or operated by Facebook, nor is it conducted with the
   participation of Facebook.

【 航空券＆宿泊について 】

・ 往復航空券の座席は、 エコノミークラスです。

・ 宿泊先は指定させていただきます。

・ 宿泊は 2 名様 1 部屋のみとさせていただきます。

・ 当選者の同伴者は 20 歳未満の場合は当選者が同伴者の保護者であることを条件とします。

・ 当選者は 20 歳以上、 当選者および同伴者は有効なパスポートをお持ちの方で、 ご自身で VISA の取得を

  いただける方に限ります。

・ 対象期間 ： 2020 年 1 月 1 日～ 6 月 30 日

・ ご旅行は、設定期間中から一部除外日を除き、ご希望の出発日をお選びいただけます。 なお、混雑状況によっ

  ては、 ご希望日に座席をご用意できない場合がございますので予めご了承ください。

  （除外日 ： 2020 年 1 月 1 日～ 5 日、 2020 年 1 月 11 日～ 13 日、 2020 年 2 月 22 日～ 24 日、 2020 年 3 月

  20 日～ 22 日、 2020 年 4 月 9 日～ 12 日、 2020 年 5 月 1 日～ 10 日）

・ ご出発日の 2 ヵ月前までに、 ご搭乗希望日を通知頂く必要があります。 その時点で満席の場合は、 別のご希

  望日を通知いただく必要があります。

・ 発券後の変更、 キャンセルは不可とさせて頂きます。

・ 当選航空券の第三者への譲渡は出来ません。

・ 便指定不可、 座席指定不可となりますのでご了承下さい。

・ マイル積算対象外となりますのでご了承下さい。

・ 燃油サーチャージ代、 空港諸税等、 VISA 取得に関する費用は、 当選者のご負担となりますのでご了承ください。

※ フィリピン国籍の方で日本への VISA の取得については、 弊社費用負担で代行会社にて手配させていただきます。

※ フィリピンへの VISA の取得についてはお客様ご自身で取得になります。

・ 発着ニノイ ・ アキノ国際空港 / 成田国際空港間までの国内線などの移動は当選者のご負担となりますのでご 

  了承ください。

【 About Airplane Tickets and Accommodation 】

・�e seats of the round-trip airplane tickets are economy class seats. 
・We will designate the accommodation.
・Accommodation can only be arranged for two people staying in one room. 
・If the accompanying person of the winner is under 20 years old, the winner must be the parent or legal guardian
   of the accompanying person. 
・A winner must be over the age of 20. Winner and accompanying person must both have a valid passport and
   must apply for a visa by themselves. 
・Prefer Period：January 1th to June 30th , 2020. 
・�e winner can select a date for departure within the target period, with the exception of some excluded dates. 
   Please note, that depending on the state of congestion it might not be possible to provide seats for the desired date. 
  （Excluded dates：JAN 1 – 5, 2020 / JAN 11 – 13, 2020 / FEB 22 – 24, 2020 / MAR 20 - 22, 2020 / APR 9 – 12, 2020 / MAY 1 – 10, 2020）

・Notice about the desired date of departure at must be given of least 2 month before in advance. If hotel and/or 
   airplane  are already fully booked for your desired date, you need to provide us with a new date. 
・Cancellation or change of the �ight is not possible a�er the ticket issuing. 
・It is not possible to transfer won airplane tickets to a third person. 
・Please note that you cannot designate the airplane or the seats yourself. 
・Please note, that no miles can be awarded to you for the won �ight. 
・Please note that the fuel surcharge, airport taxes etc. as well as visa expenses must be covered by the winner. 
※ �e Japan Visa for Philippine Nationals will be arranged by our company through an agent. �e costs for the 
     Visa will be covered by our company. 
※ All visa applications for entering the Philippines must be conducted by the winner himself/herself. 
・Please note, that the winner must cover domestic travel expenses from and to the arrival and departure airport 
   Ninoy Aquino International Airport/ Narita International Airport. 
　
【 お食事券について 】

・ 日本国内およびフィリピンのぼてぢゅう®グループ店舗 ( お食事券裏面参照 ) にて 2,000 円分 ( 日本限定 ) /  

   1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) のお食事券として御使用になれます。

・ 有効期限および検印のないものは無効となります。

・ お釣銭のお返しは致しておりませんので、 ご了承ください。

・ 他のサービスとの併用はできません。

・ コピーは不可です。

・ 本券の盗難、 紛失または減失などに関しては、 一切その責は負いません。

【 About Meal Tickets 】
・�e tickets can be used as meal ticket for 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in the 
   Philippines) in stores of the BOTEJYU Group in Japan or in the Philippines (Please con�rm stores at the back of 
   the meal ticket). 
・Tickets without date of validity or stamp are invalid. 
・Please note, that we cannot give change for a used meal ticket. 
・Meal tickets cannot be used in combination with other services. 
・Photocopies of a meal ticket cannot be used. 
・We do not take responsibility for the the�, loss or damage of a meal ticket.  

■ 禁止事項
本キャンペーンへご応募いただくに際し、 以下の行為を禁止とさせていただきます。

1. 他人の知的財産権 ・ 肖像権等の権利やプライバシー等の侵害、 誹謗中傷により、 名誉 ・ 信用を傷つけるこ

   とや他者に不利益を与える行為。

2. 悪質または不適切であると判断される行為。

3. わいせつ、 児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する行為。

4. 営利を目的とした情報提供、 広告宣伝もしくは勧誘行為。

5. 公序良俗に反する内容およびその他閲覧者を不愉快にさせる行為。

6. Facebook の利用規約 ・ 法令に違反する行為。

■ Prohibitions
�e following acts are prohibited during the application to the present campaign.
1. Acts that hurt the honor or reliability or lead to a loss or disadvantage for another person though the violation of
   intellectual property, image property rights or privacy. 

2. Acts that can be deemed as fraudulent or inappropriate. 
3. Acts that promote obscenity, children’ s pornography or sexual exploitation of children. 
4. Solicitation, advertisement or the sharing of information for commercial purposes. 
5. Contents violate the public order and morality or anything else that could cause other viewers and readers to feel 
    uncomfortable
6. Acts that violate Facebook ’ s terms of usage / the law. 

■ 免責事項
1. 禁止事項に抵触していると判断した場合、 投稿の削除等の対応をとる場合がございます。

2. 利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。

3. システムの不具合等により、 本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

4. 火災、 停電等により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

5. 地震、 津波等の天災により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

6. 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。

■ Disclaimer
1. If a post is deemed as violation of the prohibitions, measures like deleting the post or the like might be taken.
2. In case that trouble has arisen between users or a user and a third person. 
3. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to system failure etc. 
4. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to a �re, blackout or the like.  
5. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to natural disaster 
    like earthquakes, tsunamis or the like.
6. In case that the service of the present campaign is disturbed by a third person or if a defect or delay has occurred 
to the service due to a change of information.

■ 個人情報の取り扱いについて
当社は、 本キャンペーンで入手しましたお客様の情報 ( 以下 「個人情報」 という ) を、 個人情報の保護に関す

る法律等を遵守し、 以下の方針に従って取り扱います。

1. 当社は、 取得した個人情報は、 本キャンペーン賞品の発送、 お問い合わせやアンケート等、 各種サービス

   情報のご案内、 個人を特定しない統計資料の作成目的で使用いたします。

2. 当社は、 ご本人の同意を得ないで、 利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報を取り扱いません。

3. 当社は、 個人情報の漏えい、 紛失、 き損等および外部からの不正なアクセスがないよう、 厳重なデータ管理、

   セキュリティ対策を実施しています。

4. 当社は、 利用目的に必要な範囲内において第三者に情報の取り扱いの委託を行う場合または法令等で開示

   が求められた場合を除き、事前にお客様の同意を得ないで、その個人情報を第三者に提供することはありません。

5. 当社は、個人情報の適正な取り扱いのため、社内体制の整備および教育を実施し、その維持に努めてまいります。

■ About the Handling of Personal Information
At our company we strictly follow the Act on the Protection of personal information etc. and will handle the 
personal information of our customers collected at the present campaign (below : “personal information” ) as following:
1. Our company uses the collected personal information with the purpose of sending the prizes won at the present 
    campaign, for notices about questions, questionnaires or service information, as well as for the creation of 
    statistics that do not identify single persons. 
2. Our company does not collect personal information that exceeds the necessary extent for the above-mentioned 
    purpose without the consent of the person himself/herself. 

3. At our company we have implemented strict security measures to ensure that personal information cannot be 
    leaked, lost, damaged or unlawfully accessed by outsiders. 
4. Our company will not provide third parties with personal information without the given consent of the person 
    himself/herself, except in the case that our company has cosigned the handling of personal information with the 
    purpose mentioned above to a third party or it is required by law.
5. To ensure the proper handling of personal information, our company has adjusted the internal system and 
    implemented educational measures to maintain a save environment. 
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・ キャンペーンの趣旨に沿わない投稿と当社が判断した場合は、 投稿者に連絡なく投稿データの非掲載 ・ 掲載

　後削除等の対応をさせていただく場合がございます。

・ 投稿内容によるトラブルがあった場合、 一切責任を負いません。

・ 本キャンペーンへの参加は、 応募者自らの判断と責任において行なうものとし、 応募の際、 応募者になんらかの

　損害が生じた場合、 当社の故意または重過失に起因するものを除きその責任を一切負いません。

・ 当選した賞品の換金および権利の譲渡はできないものとします。

・ 賞品郵送中の紛失等の事故については責任を負いかねますのでご了承ください。

・ 本キャンペーンは Facebook が支援、 承認、 運営、 関与するものではありません。

■ Precautions
【 About the campaign in general 】
・Posts that are not comments corresponding with the campaign, will not be considered as application. 
・If an applicant posts multiple comments with the same Facebook account it will be considered as a single application. 
・�e contents of the present campaign might be changed without prior notice. 
・�e internet connection costs or communication expenses etc. for applying to the present campaign must be 
    covered by the applicant. 
・Please note that we cannot answer questions about the general application status or the results of the winner lottery. 
・If our company judges that a post/comment is not in line with the purpose of the present campaign, we might 
   hide or delete the post/comment or take other measures without informing the poster. 

・We will not be responsible for any kind of trouble that has occurred due to the contents of the post. 
・�e application to the present campaign is the decision of the applicant and solely his/her own responsibility.  
   Excluding cases of intentional damage or gross negligence from our company, we will not be held responsible for 
   any harm or the like that occurred at the application. 
・A won prize cannot be changed into money or be transferred to another person. 
・Please note that we cannot be held responsible if a prize is lost in the mail or lost due to other accidents a�er it was sent. 
・�e present campaign is neither sponsored, acknowledged or operated by Facebook, nor is it conducted with the
   participation of Facebook.

【 航空券＆宿泊について 】

・ 往復航空券の座席は、 エコノミークラスです。

・ 宿泊先は指定させていただきます。

・ 宿泊は 2 名様 1 部屋のみとさせていただきます。

・ 当選者の同伴者は 20 歳未満の場合は当選者が同伴者の保護者であることを条件とします。

・ 当選者は 20 歳以上、 当選者および同伴者は有効なパスポートをお持ちの方で、 ご自身で VISA の取得を

  いただける方に限ります。

・ 対象期間 ： 2020 年 1 月 1 日～ 6 月 30 日

・ ご旅行は、設定期間中から一部除外日を除き、ご希望の出発日をお選びいただけます。 なお、混雑状況によっ

  ては、 ご希望日に座席をご用意できない場合がございますので予めご了承ください。

  （除外日 ： 2020 年 1 月 1 日～ 5 日、 2020 年 1 月 11 日～ 13 日、 2020 年 2 月 22 日～ 24 日、 2020 年 3 月

  20 日～ 22 日、 2020 年 4 月 9 日～ 12 日、 2020 年 5 月 1 日～ 10 日）

・ ご出発日の 2 ヵ月前までに、 ご搭乗希望日を通知頂く必要があります。 その時点で満席の場合は、 別のご希

  望日を通知いただく必要があります。

・ 発券後の変更、 キャンセルは不可とさせて頂きます。

・ 当選航空券の第三者への譲渡は出来ません。

・ 便指定不可、 座席指定不可となりますのでご了承下さい。

・ マイル積算対象外となりますのでご了承下さい。

・ 燃油サーチャージ代、 空港諸税等、 VISA 取得に関する費用は、 当選者のご負担となりますのでご了承ください。

※ フィリピン国籍の方で日本への VISA の取得については、 弊社費用負担で代行会社にて手配させていただきます。

※ フィリピンへの VISA の取得についてはお客様ご自身で取得になります。

・ 発着ニノイ ・ アキノ国際空港 / 成田国際空港間までの国内線などの移動は当選者のご負担となりますのでご 

  了承ください。

【 About Airplane Tickets and Accommodation 】

・�e seats of the round-trip airplane tickets are economy class seats. 
・We will designate the accommodation.
・Accommodation can only be arranged for two people staying in one room. 
・If the accompanying person of the winner is under 20 years old, the winner must be the parent or legal guardian
   of the accompanying person. 
・A winner must be over the age of 20. Winner and accompanying person must both have a valid passport and
   must apply for a visa by themselves. 
・Prefer Period：January 1th to June 30th , 2020. 
・�e winner can select a date for departure within the target period, with the exception of some excluded dates. 
   Please note, that depending on the state of congestion it might not be possible to provide seats for the desired date. 
  （Excluded dates：JAN 1 – 5, 2020 / JAN 11 – 13, 2020 / FEB 22 – 24, 2020 / MAR 20 - 22, 2020 / APR 9 – 12, 2020 / MAY 1 – 10, 2020）

・Notice about the desired date of departure at must be given of least 2 month before in advance. If hotel and/or 
   airplane  are already fully booked for your desired date, you need to provide us with a new date. 
・Cancellation or change of the �ight is not possible a�er the ticket issuing. 
・It is not possible to transfer won airplane tickets to a third person. 
・Please note that you cannot designate the airplane or the seats yourself. 
・Please note, that no miles can be awarded to you for the won �ight. 
・Please note that the fuel surcharge, airport taxes etc. as well as visa expenses must be covered by the winner. 
※ �e Japan Visa for Philippine Nationals will be arranged by our company through an agent. �e costs for the 
     Visa will be covered by our company. 
※ All visa applications for entering the Philippines must be conducted by the winner himself/herself. 
・Please note, that the winner must cover domestic travel expenses from and to the arrival and departure airport 
   Ninoy Aquino International Airport/ Narita International Airport. 
　
【 お食事券について 】

・ 日本国内およびフィリピンのぼてぢゅう®グループ店舗 ( お食事券裏面参照 ) にて 2,000 円分 ( 日本限定 ) /  

   1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) のお食事券として御使用になれます。

・ 有効期限および検印のないものは無効となります。

・ お釣銭のお返しは致しておりませんので、 ご了承ください。

・ 他のサービスとの併用はできません。

・ コピーは不可です。

・ 本券の盗難、 紛失または減失などに関しては、 一切その責は負いません。

【 About Meal Tickets 】
・�e tickets can be used as meal ticket for 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in the 
   Philippines) in stores of the BOTEJYU Group in Japan or in the Philippines (Please con�rm stores at the back of 
   the meal ticket). 
・Tickets without date of validity or stamp are invalid. 
・Please note, that we cannot give change for a used meal ticket. 
・Meal tickets cannot be used in combination with other services. 
・Photocopies of a meal ticket cannot be used. 
・We do not take responsibility for the the�, loss or damage of a meal ticket.  

■ 禁止事項
本キャンペーンへご応募いただくに際し、 以下の行為を禁止とさせていただきます。

1. 他人の知的財産権 ・ 肖像権等の権利やプライバシー等の侵害、 誹謗中傷により、 名誉 ・ 信用を傷つけるこ

   とや他者に不利益を与える行為。

2. 悪質または不適切であると判断される行為。

3. わいせつ、 児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する行為。

4. 営利を目的とした情報提供、 広告宣伝もしくは勧誘行為。

5. 公序良俗に反する内容およびその他閲覧者を不愉快にさせる行為。

6. Facebook の利用規約 ・ 法令に違反する行為。

■ Prohibitions
�e following acts are prohibited during the application to the present campaign.
1. Acts that hurt the honor or reliability or lead to a loss or disadvantage for another person though the violation of
   intellectual property, image property rights or privacy. 

2. Acts that can be deemed as fraudulent or inappropriate. 
3. Acts that promote obscenity, children’ s pornography or sexual exploitation of children. 
4. Solicitation, advertisement or the sharing of information for commercial purposes. 
5. Contents violate the public order and morality or anything else that could cause other viewers and readers to feel 
    uncomfortable
6. Acts that violate Facebook ’ s terms of usage / the law. 

■ 免責事項
1. 禁止事項に抵触していると判断した場合、 投稿の削除等の対応をとる場合がございます。

2. 利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。

3. システムの不具合等により、 本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

4. 火災、 停電等により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

5. 地震、 津波等の天災により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

6. 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。

■ Disclaimer
1. If a post is deemed as violation of the prohibitions, measures like deleting the post or the like might be taken.
2. In case that trouble has arisen between users or a user and a third person. 
3. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to system failure etc. 
4. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to a �re, blackout or the like.  
5. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to natural disaster 
    like earthquakes, tsunamis or the like.
6. In case that the service of the present campaign is disturbed by a third person or if a defect or delay has occurred 
to the service due to a change of information.

■ 個人情報の取り扱いについて
当社は、 本キャンペーンで入手しましたお客様の情報 ( 以下 「個人情報」 という ) を、 個人情報の保護に関す

る法律等を遵守し、 以下の方針に従って取り扱います。

1. 当社は、 取得した個人情報は、 本キャンペーン賞品の発送、 お問い合わせやアンケート等、 各種サービス

   情報のご案内、 個人を特定しない統計資料の作成目的で使用いたします。

2. 当社は、 ご本人の同意を得ないで、 利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報を取り扱いません。

3. 当社は、 個人情報の漏えい、 紛失、 き損等および外部からの不正なアクセスがないよう、 厳重なデータ管理、

   セキュリティ対策を実施しています。

4. 当社は、 利用目的に必要な範囲内において第三者に情報の取り扱いの委託を行う場合または法令等で開示

   が求められた場合を除き、事前にお客様の同意を得ないで、その個人情報を第三者に提供することはありません。

5. 当社は、個人情報の適正な取り扱いのため、社内体制の整備および教育を実施し、その維持に努めてまいります。

■ About the Handling of Personal Information
At our company we strictly follow the Act on the Protection of personal information etc. and will handle the 
personal information of our customers collected at the present campaign (below : “personal information” ) as following:
1. Our company uses the collected personal information with the purpose of sending the prizes won at the present 
    campaign, for notices about questions, questionnaires or service information, as well as for the creation of 
    statistics that do not identify single persons. 
2. Our company does not collect personal information that exceeds the necessary extent for the above-mentioned 
    purpose without the consent of the person himself/herself. 

3. At our company we have implemented strict security measures to ensure that personal information cannot be 
    leaked, lost, damaged or unlawfully accessed by outsiders. 
4. Our company will not provide third parties with personal information without the given consent of the person 
    himself/herself, except in the case that our company has cosigned the handling of personal information with the 
    purpose mentioned above to a third party or it is required by law.
5. To ensure the proper handling of personal information, our company has adjusted the internal system and 
    implemented educational measures to maintain a save environment. 



ぼてぢゅう®グループ （以下、 当社） が運営する 「ぼてぢゅう®フィリピン 3 周年記念キャンペー

ン★（以下、 キャンペーン）」 につきまして、 以下のご利用規約 （以下、 本規約） に同意いた

だいた上でご応募くださいますようお願い申し上げます。

「BOTEJYU®Philippines  3rd anniversary campaign ★ (below)」 is presented by BOTEJYU® Group.
Please kindly apply a�er agreeing to the following terms and conditions.

■ プレゼント内容
・ 日本 / フィリピン往復航空券 + 宿泊ペアセット 1 名様 ( 同伴者 1 名様合計 2 名様 )

・ ぼてぢゅう®グループお食事券 ： 2,000 円分 ( 日本限定 ) / 1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) 99 名様

■ Present Contents
・ Japan / Philippines Round-trip Airplane Ticket + Accommodation Pair Set: 
   1 winner (including 1 accompanying person total 2 people) , BOTEJYU® Group. 
・ Meal Tickets: 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in Philippines): 
   99 winners

■ 応募資格
応募時点で応募者の居住国の法律が定義する成人年齢に達している方で公式アカウント（＠botejyu.japan）に

ある本キャンペーンのキャンペーン告知投稿に応募条件を満たすコメントをしていただいた方。

※ Facebook アカウントをお持ちの方に限ります。

※ Facebook を非公開設定にしている方の応募は無効となります。

※ ご使用の PC、 スマートフォンの機種および使用状況、 通信環境等の理由により、 ご応募いただけない場合

　　がございます。

■ Application Quali�cations
Applicants should be who have reached legal adults in the country of living at the time of application and have 
posted a comment that following the application conditions under the Campaign’s Notice post for the present 
campaign posted on the o�cial account（＠botejyu.japan）. 
※ Limited to people with a Facebook account.
※ Applications of persons whose Facebook is set to “not open to the public” are invalid. 
※ Depending on the type and condition of the smartphone or computer used for the application as well as the     
     internet connection etc. application might not be possible.

■ 当選発表
応募締め切り後、 厳正なる抽選の上当選者を決定いたします。

ご当選通知は投稿者様の Facebook メッセンジャーにてご当選通知と賞品発送先登録フォームを送信します。

登録フォームに住所 ・ 氏名 ・ 連絡先 ・ Facebook アカウント名を入力し送信してください。

※ ご当選の連絡から 7 日経過しても入力 ・ 送信完了を確認できない場合は当選権利が無効となります。

※ ご当選の連絡時、 本キャンペーン内の投稿が削除されている場合、 当選権利が無効となります。

※ 当選者の住所が不明確な場合や、 転居による住所変更などの理由により、 賞品をお届けできない場合、

　  当選資格を無効とさせていただく場合がございます。

※ 当選の権利を他人に譲渡することはできません。

※ 賞品の発送は日本国内、 フィリピン国内のみとさせていただきます。

※ ご応募に関して不正な行為があったと当社が判断する場合、 当選を無効とさせていただきます。

※ 当選のご連絡までに、 1 か月から 3ｶ月ほどお待ちいただく場合がございます。

※ 落選の方にはご連絡を差し上げない予定です。 予めご了承くださいませ。

■ Announcement of the Winners 
�e winners will be selected a�er the application deadline through a strict lottery.  
A winning noti�cation will be sent to the poster through Facebook Messenger. �e winning noti�cation will 
contain a form for the registration of the shipping address to be used for sending the prize. Please enter your 
address/ full name/ contact information / Facebook account name and send the information through the form. 
※ If your information is not entered/sent through the form within 7 day a�er the winning noti�cation, you will
     lose the right of winner. 
※ If your comment has been deleted at the time of winning noti�cation, you will lose your right of winner. 
※ A winner might be disquali�ed, in case of an unclear address or if the prize cannot be delivered to the winner 
     due to a change of address etc.
※ It is not possible to transfer the right of winner to a third person.
※ All prizes can only be send from and deliver domestically in Japan or the Philippines. 
※ If our company judges that an applicant has cheated etc. he/she will loses the right to win. 
※ It might take 1 to 3  months until the winners can be announced. 
※ Only winners will be contacted. �ank you for understanding. 

■ 注意事項
【 キャンペーン全般について 】

・ 該当コメントがついていない投稿は応募対象外となります。

・ 同じ Facebook アカウントでの複数投稿によるご応募は 1 回のみとさせていただきます。

・ 本キャンペーン内容は予告なく変更される場合がございます。

・ 本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。

・ 本キャンペーンの応募状況および選考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。

・ キャンペーンの趣旨に沿わない投稿と当社が判断した場合は、 投稿者に連絡なく投稿データの非掲載 ・ 掲載

　後削除等の対応をさせていただく場合がございます。

・ 投稿内容によるトラブルがあった場合、 一切責任を負いません。

・ 本キャンペーンへの参加は、 応募者自らの判断と責任において行なうものとし、 応募の際、 応募者になんらかの

　損害が生じた場合、 当社の故意または重過失に起因するものを除きその責任を一切負いません。

・ 当選した賞品の換金および権利の譲渡はできないものとします。

・ 賞品郵送中の紛失等の事故については責任を負いかねますのでご了承ください。

・ 本キャンペーンは Facebook が支援、 承認、 運営、 関与するものではありません。

■ Precautions
【 About the campaign in general 】
・Posts that are not comments corresponding with the campaign, will not be considered as application. 
・If an applicant posts multiple comments with the same Facebook account it will be considered as a single application. 
・�e contents of the present campaign might be changed without prior notice. 
・�e internet connection costs or communication expenses etc. for applying to the present campaign must be 
    covered by the applicant. 
・Please note that we cannot answer questions about the general application status or the results of the winner lottery. 
・If our company judges that a post/comment is not in line with the purpose of the present campaign, we might 
   hide or delete the post/comment or take other measures without informing the poster. 

・We will not be responsible for any kind of trouble that has occurred due to the contents of the post. 
・�e application to the present campaign is the decision of the applicant and solely his/her own responsibility.  
   Excluding cases of intentional damage or gross negligence from our company, we will not be held responsible for 
   any harm or the like that occurred at the application. 
・A won prize cannot be changed into money or be transferred to another person. 
・Please note that we cannot be held responsible if a prize is lost in the mail or lost due to other accidents a�er it was sent. 
・�e present campaign is neither sponsored, acknowledged or operated by Facebook, nor is it conducted with the
   participation of Facebook.

【 航空券＆宿泊について 】

・ 往復航空券の座席は、 エコノミークラスです。

・ 宿泊先は指定させていただきます。

・ 宿泊は 2 名様 1 部屋のみとさせていただきます。

・ 当選者の同伴者は 20 歳未満の場合は当選者が同伴者の保護者であることを条件とします。

・ 当選者は 20 歳以上、 当選者および同伴者は有効なパスポートをお持ちの方で、 ご自身で VISA の取得を

  いただける方に限ります。

・ 対象期間 ： 2020 年 1 月 1 日～ 6 月 30 日

・ ご旅行は、設定期間中から一部除外日を除き、ご希望の出発日をお選びいただけます。 なお、混雑状況によっ

  ては、 ご希望日に座席をご用意できない場合がございますので予めご了承ください。

  （除外日 ： 2020 年 1 月 1 日～ 5 日、 2020 年 1 月 11 日～ 13 日、 2020 年 2 月 22 日～ 24 日、 2020 年 3 月

  20 日～ 22 日、 2020 年 4 月 9 日～ 12 日、 2020 年 5 月 1 日～ 10 日）

・ ご出発日の 2 ヵ月前までに、 ご搭乗希望日を通知頂く必要があります。 その時点で満席の場合は、 別のご希

  望日を通知いただく必要があります。

・ 発券後の変更、 キャンセルは不可とさせて頂きます。

・ 当選航空券の第三者への譲渡は出来ません。

・ 便指定不可、 座席指定不可となりますのでご了承下さい。

・ マイル積算対象外となりますのでご了承下さい。

・ 燃油サーチャージ代、 空港諸税等、 VISA 取得に関する費用は、 当選者のご負担となりますのでご了承ください。

※ フィリピン国籍の方で日本への VISA の取得については、 弊社費用負担で代行会社にて手配させていただきます。

※ フィリピンへの VISA の取得についてはお客様ご自身で取得になります。

・ 発着ニノイ ・ アキノ国際空港 / 成田国際空港間までの国内線などの移動は当選者のご負担となりますのでご 

  了承ください。

【 About Airplane Tickets and Accommodation 】

・�e seats of the round-trip airplane tickets are economy class seats. 
・We will designate the accommodation.
・Accommodation can only be arranged for two people staying in one room. 
・If the accompanying person of the winner is under 20 years old, the winner must be the parent or legal guardian
   of the accompanying person. 
・A winner must be over the age of 20. Winner and accompanying person must both have a valid passport and
   must apply for a visa by themselves. 
・Prefer Period：January 1th to June 30th , 2020. 
・�e winner can select a date for departure within the target period, with the exception of some excluded dates. 
   Please note, that depending on the state of congestion it might not be possible to provide seats for the desired date. 
  （Excluded dates：JAN 1 – 5, 2020 / JAN 11 – 13, 2020 / FEB 22 – 24, 2020 / MAR 20 - 22, 2020 / APR 9 – 12, 2020 / MAY 1 – 10, 2020）

・Notice about the desired date of departure at must be given of least 2 month before in advance. If hotel and/or 
   airplane  are already fully booked for your desired date, you need to provide us with a new date. 
・Cancellation or change of the �ight is not possible a�er the ticket issuing. 
・It is not possible to transfer won airplane tickets to a third person. 
・Please note that you cannot designate the airplane or the seats yourself. 
・Please note, that no miles can be awarded to you for the won �ight. 
・Please note that the fuel surcharge, airport taxes etc. as well as visa expenses must be covered by the winner. 
※ �e Japan Visa for Philippine Nationals will be arranged by our company through an agent. �e costs for the 
     Visa will be covered by our company. 
※ All visa applications for entering the Philippines must be conducted by the winner himself/herself. 
・Please note, that the winner must cover domestic travel expenses from and to the arrival and departure airport 
   Ninoy Aquino International Airport/ Narita International Airport. 
　
【 お食事券について 】

・ 日本国内およびフィリピンのぼてぢゅう®グループ店舗 ( お食事券裏面参照 ) にて 2,000 円分 ( 日本限定 ) /  

   1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) のお食事券として御使用になれます。

・ 有効期限および検印のないものは無効となります。

・ お釣銭のお返しは致しておりませんので、 ご了承ください。

・ 他のサービスとの併用はできません。

・ コピーは不可です。

・ 本券の盗難、 紛失または減失などに関しては、 一切その責は負いません。

【 About Meal Tickets 】
・�e tickets can be used as meal ticket for 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in the 
   Philippines) in stores of the BOTEJYU Group in Japan or in the Philippines (Please con�rm stores at the back of 
   the meal ticket). 
・Tickets without date of validity or stamp are invalid. 
・Please note, that we cannot give change for a used meal ticket. 
・Meal tickets cannot be used in combination with other services. 
・Photocopies of a meal ticket cannot be used. 
・We do not take responsibility for the the�, loss or damage of a meal ticket.  

■ 禁止事項
本キャンペーンへご応募いただくに際し、 以下の行為を禁止とさせていただきます。

1. 他人の知的財産権 ・ 肖像権等の権利やプライバシー等の侵害、 誹謗中傷により、 名誉 ・ 信用を傷つけるこ

   とや他者に不利益を与える行為。

2. 悪質または不適切であると判断される行為。

3. わいせつ、 児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する行為。

4. 営利を目的とした情報提供、 広告宣伝もしくは勧誘行為。

5. 公序良俗に反する内容およびその他閲覧者を不愉快にさせる行為。

6. Facebook の利用規約 ・ 法令に違反する行為。

■ Prohibitions
�e following acts are prohibited during the application to the present campaign.
1. Acts that hurt the honor or reliability or lead to a loss or disadvantage for another person though the violation of
   intellectual property, image property rights or privacy. 

2. Acts that can be deemed as fraudulent or inappropriate. 
3. Acts that promote obscenity, children’ s pornography or sexual exploitation of children. 
4. Solicitation, advertisement or the sharing of information for commercial purposes. 
5. Contents violate the public order and morality or anything else that could cause other viewers and readers to feel 
    uncomfortable
6. Acts that violate Facebook ’ s terms of usage / the law. 

■ 免責事項
1. 禁止事項に抵触していると判断した場合、 投稿の削除等の対応をとる場合がございます。

2. 利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。

3. システムの不具合等により、 本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

4. 火災、 停電等により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

5. 地震、 津波等の天災により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

6. 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。

■ Disclaimer
1. If a post is deemed as violation of the prohibitions, measures like deleting the post or the like might be taken.
2. In case that trouble has arisen between users or a user and a third person. 
3. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to system failure etc. 
4. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to a �re, blackout or the like.  
5. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to natural disaster 
    like earthquakes, tsunamis or the like.
6. In case that the service of the present campaign is disturbed by a third person or if a defect or delay has occurred 
to the service due to a change of information.

■ 個人情報の取り扱いについて
当社は、 本キャンペーンで入手しましたお客様の情報 ( 以下 「個人情報」 という ) を、 個人情報の保護に関す

る法律等を遵守し、 以下の方針に従って取り扱います。

1. 当社は、 取得した個人情報は、 本キャンペーン賞品の発送、 お問い合わせやアンケート等、 各種サービス

   情報のご案内、 個人を特定しない統計資料の作成目的で使用いたします。

2. 当社は、 ご本人の同意を得ないで、 利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報を取り扱いません。

3. 当社は、 個人情報の漏えい、 紛失、 き損等および外部からの不正なアクセスがないよう、 厳重なデータ管理、

   セキュリティ対策を実施しています。

4. 当社は、 利用目的に必要な範囲内において第三者に情報の取り扱いの委託を行う場合または法令等で開示

   が求められた場合を除き、事前にお客様の同意を得ないで、その個人情報を第三者に提供することはありません。

5. 当社は、個人情報の適正な取り扱いのため、社内体制の整備および教育を実施し、その維持に努めてまいります。

■ About the Handling of Personal Information
At our company we strictly follow the Act on the Protection of personal information etc. and will handle the 
personal information of our customers collected at the present campaign (below : “personal information” ) as following:
1. Our company uses the collected personal information with the purpose of sending the prizes won at the present 
    campaign, for notices about questions, questionnaires or service information, as well as for the creation of 
    statistics that do not identify single persons. 
2. Our company does not collect personal information that exceeds the necessary extent for the above-mentioned 
    purpose without the consent of the person himself/herself. 

3. At our company we have implemented strict security measures to ensure that personal information cannot be 
    leaked, lost, damaged or unlawfully accessed by outsiders. 
4. Our company will not provide third parties with personal information without the given consent of the person 
    himself/herself, except in the case that our company has cosigned the handling of personal information with the 
    purpose mentioned above to a third party or it is required by law.
5. To ensure the proper handling of personal information, our company has adjusted the internal system and 
    implemented educational measures to maintain a save environment. 



ぼてぢゅう®グループ （以下、 当社） が運営する 「ぼてぢゅう®フィリピン 3 周年記念キャンペー

ン★（以下、 キャンペーン）」 につきまして、 以下のご利用規約 （以下、 本規約） に同意いた

だいた上でご応募くださいますようお願い申し上げます。

「BOTEJYU®Philippines  3rd anniversary campaign ★ (below)」 is presented by BOTEJYU® Group.
Please kindly apply a�er agreeing to the following terms and conditions.

■ プレゼント内容
・ 日本 / フィリピン往復航空券 + 宿泊ペアセット 1 名様 ( 同伴者 1 名様合計 2 名様 )

・ ぼてぢゅう®グループお食事券 ： 2,000 円分 ( 日本限定 ) / 1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) 99 名様

■ Present Contents
・ Japan / Philippines Round-trip Airplane Ticket + Accommodation Pair Set: 
   1 winner (including 1 accompanying person total 2 people) , BOTEJYU® Group. 
・ Meal Tickets: 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in Philippines): 
   99 winners

■ 応募資格
応募時点で応募者の居住国の法律が定義する成人年齢に達している方で公式アカウント（＠botejyu.japan）に

ある本キャンペーンのキャンペーン告知投稿に応募条件を満たすコメントをしていただいた方。

※ Facebook アカウントをお持ちの方に限ります。

※ Facebook を非公開設定にしている方の応募は無効となります。

※ ご使用の PC、 スマートフォンの機種および使用状況、 通信環境等の理由により、 ご応募いただけない場合

　　がございます。

■ Application Quali�cations
Applicants should be who have reached legal adults in the country of living at the time of application and have 
posted a comment that following the application conditions under the Campaign’s Notice post for the present 
campaign posted on the o�cial account（＠botejyu.japan）. 
※ Limited to people with a Facebook account.
※ Applications of persons whose Facebook is set to “not open to the public” are invalid. 
※ Depending on the type and condition of the smartphone or computer used for the application as well as the     
     internet connection etc. application might not be possible.

■ 当選発表
応募締め切り後、 厳正なる抽選の上当選者を決定いたします。

ご当選通知は投稿者様の Facebook メッセンジャーにてご当選通知と賞品発送先登録フォームを送信します。

登録フォームに住所 ・ 氏名 ・ 連絡先 ・ Facebook アカウント名を入力し送信してください。

※ ご当選の連絡から 7 日経過しても入力 ・ 送信完了を確認できない場合は当選権利が無効となります。

※ ご当選の連絡時、 本キャンペーン内の投稿が削除されている場合、 当選権利が無効となります。

※ 当選者の住所が不明確な場合や、 転居による住所変更などの理由により、 賞品をお届けできない場合、

　  当選資格を無効とさせていただく場合がございます。

※ 当選の権利を他人に譲渡することはできません。

※ 賞品の発送は日本国内、 フィリピン国内のみとさせていただきます。

※ ご応募に関して不正な行為があったと当社が判断する場合、 当選を無効とさせていただきます。

※ 当選のご連絡までに、 1 か月から 3ｶ月ほどお待ちいただく場合がございます。

※ 落選の方にはご連絡を差し上げない予定です。 予めご了承くださいませ。

■ Announcement of the Winners 
�e winners will be selected a�er the application deadline through a strict lottery.  
A winning noti�cation will be sent to the poster through Facebook Messenger. �e winning noti�cation will 
contain a form for the registration of the shipping address to be used for sending the prize. Please enter your 
address/ full name/ contact information / Facebook account name and send the information through the form. 
※ If your information is not entered/sent through the form within 7 day a�er the winning noti�cation, you will
     lose the right of winner. 
※ If your comment has been deleted at the time of winning noti�cation, you will lose your right of winner. 
※ A winner might be disquali�ed, in case of an unclear address or if the prize cannot be delivered to the winner 
     due to a change of address etc.
※ It is not possible to transfer the right of winner to a third person.
※ All prizes can only be send from and deliver domestically in Japan or the Philippines. 
※ If our company judges that an applicant has cheated etc. he/she will loses the right to win. 
※ It might take 1 to 3  months until the winners can be announced. 
※ Only winners will be contacted. �ank you for understanding. 

■ 注意事項
【 キャンペーン全般について 】

・ 該当コメントがついていない投稿は応募対象外となります。

・ 同じ Facebook アカウントでの複数投稿によるご応募は 1 回のみとさせていただきます。

・ 本キャンペーン内容は予告なく変更される場合がございます。

・ 本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。

・ 本キャンペーンの応募状況および選考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。

・ キャンペーンの趣旨に沿わない投稿と当社が判断した場合は、 投稿者に連絡なく投稿データの非掲載 ・ 掲載

　後削除等の対応をさせていただく場合がございます。

・ 投稿内容によるトラブルがあった場合、 一切責任を負いません。

・ 本キャンペーンへの参加は、 応募者自らの判断と責任において行なうものとし、 応募の際、 応募者になんらかの

　損害が生じた場合、 当社の故意または重過失に起因するものを除きその責任を一切負いません。

・ 当選した賞品の換金および権利の譲渡はできないものとします。

・ 賞品郵送中の紛失等の事故については責任を負いかねますのでご了承ください。

・ 本キャンペーンは Facebook が支援、 承認、 運営、 関与するものではありません。

■ Precautions
【 About the campaign in general 】
・Posts that are not comments corresponding with the campaign, will not be considered as application. 
・If an applicant posts multiple comments with the same Facebook account it will be considered as a single application. 
・�e contents of the present campaign might be changed without prior notice. 
・�e internet connection costs or communication expenses etc. for applying to the present campaign must be 
    covered by the applicant. 
・Please note that we cannot answer questions about the general application status or the results of the winner lottery. 
・If our company judges that a post/comment is not in line with the purpose of the present campaign, we might 
   hide or delete the post/comment or take other measures without informing the poster. 

・We will not be responsible for any kind of trouble that has occurred due to the contents of the post. 
・�e application to the present campaign is the decision of the applicant and solely his/her own responsibility.  
   Excluding cases of intentional damage or gross negligence from our company, we will not be held responsible for 
   any harm or the like that occurred at the application. 
・A won prize cannot be changed into money or be transferred to another person. 
・Please note that we cannot be held responsible if a prize is lost in the mail or lost due to other accidents a�er it was sent. 
・�e present campaign is neither sponsored, acknowledged or operated by Facebook, nor is it conducted with the
   participation of Facebook.

【 航空券＆宿泊について 】

・ 往復航空券の座席は、 エコノミークラスです。

・ 宿泊先は指定させていただきます。

・ 宿泊は 2 名様 1 部屋のみとさせていただきます。

・ 当選者の同伴者は 20 歳未満の場合は当選者が同伴者の保護者であることを条件とします。

・ 当選者は 20 歳以上、 当選者および同伴者は有効なパスポートをお持ちの方で、 ご自身で VISA の取得を

  いただける方に限ります。

・ 対象期間 ： 2020 年 1 月 1 日～ 6 月 30 日

・ ご旅行は、設定期間中から一部除外日を除き、ご希望の出発日をお選びいただけます。 なお、混雑状況によっ

  ては、 ご希望日に座席をご用意できない場合がございますので予めご了承ください。

  （除外日 ： 2020 年 1 月 1 日～ 5 日、 2020 年 1 月 11 日～ 13 日、 2020 年 2 月 22 日～ 24 日、 2020 年 3 月

  20 日～ 22 日、 2020 年 4 月 9 日～ 12 日、 2020 年 5 月 1 日～ 10 日）

・ ご出発日の 2 ヵ月前までに、 ご搭乗希望日を通知頂く必要があります。 その時点で満席の場合は、 別のご希

  望日を通知いただく必要があります。

・ 発券後の変更、 キャンセルは不可とさせて頂きます。

・ 当選航空券の第三者への譲渡は出来ません。

・ 便指定不可、 座席指定不可となりますのでご了承下さい。

・ マイル積算対象外となりますのでご了承下さい。

・ 燃油サーチャージ代、 空港諸税等、 VISA 取得に関する費用は、 当選者のご負担となりますのでご了承ください。

※ フィリピン国籍の方で日本への VISA の取得については、 弊社費用負担で代行会社にて手配させていただきます。

※ フィリピンへの VISA の取得についてはお客様ご自身で取得になります。

・ 発着ニノイ ・ アキノ国際空港 / 成田国際空港間までの国内線などの移動は当選者のご負担となりますのでご 

  了承ください。

【 About Airplane Tickets and Accommodation 】

・�e seats of the round-trip airplane tickets are economy class seats. 
・We will designate the accommodation.
・Accommodation can only be arranged for two people staying in one room. 
・If the accompanying person of the winner is under 20 years old, the winner must be the parent or legal guardian
   of the accompanying person. 
・A winner must be over the age of 20. Winner and accompanying person must both have a valid passport and
   must apply for a visa by themselves. 
・Prefer Period：January 1th to June 30th , 2020. 
・�e winner can select a date for departure within the target period, with the exception of some excluded dates. 
   Please note, that depending on the state of congestion it might not be possible to provide seats for the desired date. 
  （Excluded dates：JAN 1 – 5, 2020 / JAN 11 – 13, 2020 / FEB 22 – 24, 2020 / MAR 20 - 22, 2020 / APR 9 – 12, 2020 / MAY 1 – 10, 2020）

・Notice about the desired date of departure at must be given of least 2 month before in advance. If hotel and/or 
   airplane  are already fully booked for your desired date, you need to provide us with a new date. 
・Cancellation or change of the �ight is not possible a�er the ticket issuing. 
・It is not possible to transfer won airplane tickets to a third person. 
・Please note that you cannot designate the airplane or the seats yourself. 
・Please note, that no miles can be awarded to you for the won �ight. 
・Please note that the fuel surcharge, airport taxes etc. as well as visa expenses must be covered by the winner. 
※ �e Japan Visa for Philippine Nationals will be arranged by our company through an agent. �e costs for the 
     Visa will be covered by our company. 
※ All visa applications for entering the Philippines must be conducted by the winner himself/herself. 
・Please note, that the winner must cover domestic travel expenses from and to the arrival and departure airport 
   Ninoy Aquino International Airport/ Narita International Airport. 
　
【 お食事券について 】

・ 日本国内およびフィリピンのぼてぢゅう®グループ店舗 ( お食事券裏面参照 ) にて 2,000 円分 ( 日本限定 ) /  

   1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) のお食事券として御使用になれます。

・ 有効期限および検印のないものは無効となります。

・ お釣銭のお返しは致しておりませんので、 ご了承ください。

・ 他のサービスとの併用はできません。

・ コピーは不可です。

・ 本券の盗難、 紛失または減失などに関しては、 一切その責は負いません。

【 About Meal Tickets 】
・�e tickets can be used as meal ticket for 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in the 
   Philippines) in stores of the BOTEJYU Group in Japan or in the Philippines (Please con�rm stores at the back of 
   the meal ticket). 
・Tickets without date of validity or stamp are invalid. 
・Please note, that we cannot give change for a used meal ticket. 
・Meal tickets cannot be used in combination with other services. 
・Photocopies of a meal ticket cannot be used. 
・We do not take responsibility for the the�, loss or damage of a meal ticket.  

■ 禁止事項
本キャンペーンへご応募いただくに際し、 以下の行為を禁止とさせていただきます。

1. 他人の知的財産権 ・ 肖像権等の権利やプライバシー等の侵害、 誹謗中傷により、 名誉 ・ 信用を傷つけるこ

   とや他者に不利益を与える行為。

2. 悪質または不適切であると判断される行為。

3. わいせつ、 児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する行為。

4. 営利を目的とした情報提供、 広告宣伝もしくは勧誘行為。

5. 公序良俗に反する内容およびその他閲覧者を不愉快にさせる行為。

6. Facebook の利用規約 ・ 法令に違反する行為。

■ Prohibitions
�e following acts are prohibited during the application to the present campaign.
1. Acts that hurt the honor or reliability or lead to a loss or disadvantage for another person though the violation of
   intellectual property, image property rights or privacy. 

2. Acts that can be deemed as fraudulent or inappropriate. 
3. Acts that promote obscenity, children’ s pornography or sexual exploitation of children. 
4. Solicitation, advertisement or the sharing of information for commercial purposes. 
5. Contents violate the public order and morality or anything else that could cause other viewers and readers to feel 
    uncomfortable
6. Acts that violate Facebook ’ s terms of usage / the law. 

■ 免責事項
1. 禁止事項に抵触していると判断した場合、 投稿の削除等の対応をとる場合がございます。

2. 利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。

3. システムの不具合等により、 本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

4. 火災、 停電等により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

5. 地震、 津波等の天災により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

6. 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。

■ Disclaimer
1. If a post is deemed as violation of the prohibitions, measures like deleting the post or the like might be taken.
2. In case that trouble has arisen between users or a user and a third person. 
3. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to system failure etc. 
4. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to a �re, blackout or the like.  
5. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to natural disaster 
    like earthquakes, tsunamis or the like.
6. In case that the service of the present campaign is disturbed by a third person or if a defect or delay has occurred 
to the service due to a change of information.

■ 個人情報の取り扱いについて
当社は、 本キャンペーンで入手しましたお客様の情報 ( 以下 「個人情報」 という ) を、 個人情報の保護に関す

る法律等を遵守し、 以下の方針に従って取り扱います。

1. 当社は、 取得した個人情報は、 本キャンペーン賞品の発送、 お問い合わせやアンケート等、 各種サービス

   情報のご案内、 個人を特定しない統計資料の作成目的で使用いたします。

2. 当社は、 ご本人の同意を得ないで、 利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報を取り扱いません。

3. 当社は、 個人情報の漏えい、 紛失、 き損等および外部からの不正なアクセスがないよう、 厳重なデータ管理、

   セキュリティ対策を実施しています。

4. 当社は、 利用目的に必要な範囲内において第三者に情報の取り扱いの委託を行う場合または法令等で開示

   が求められた場合を除き、事前にお客様の同意を得ないで、その個人情報を第三者に提供することはありません。

5. 当社は、個人情報の適正な取り扱いのため、社内体制の整備および教育を実施し、その維持に努めてまいります。

■ About the Handling of Personal Information
At our company we strictly follow the Act on the Protection of personal information etc. and will handle the 
personal information of our customers collected at the present campaign (below : “personal information” ) as following:
1. Our company uses the collected personal information with the purpose of sending the prizes won at the present 
    campaign, for notices about questions, questionnaires or service information, as well as for the creation of 
    statistics that do not identify single persons. 
2. Our company does not collect personal information that exceeds the necessary extent for the above-mentioned 
    purpose without the consent of the person himself/herself. 

3. At our company we have implemented strict security measures to ensure that personal information cannot be 
    leaked, lost, damaged or unlawfully accessed by outsiders. 
4. Our company will not provide third parties with personal information without the given consent of the person 
    himself/herself, except in the case that our company has cosigned the handling of personal information with the 
    purpose mentioned above to a third party or it is required by law.
5. To ensure the proper handling of personal information, our company has adjusted the internal system and 
    implemented educational measures to maintain a save environment. 



ぼてぢゅう®グループ （以下、 当社） が運営する 「ぼてぢゅう®フィリピン 3 周年記念キャンペー

ン★（以下、 キャンペーン）」 につきまして、 以下のご利用規約 （以下、 本規約） に同意いた

だいた上でご応募くださいますようお願い申し上げます。

「BOTEJYU®Philippines  3rd anniversary campaign ★ (below)」 is presented by BOTEJYU® Group.
Please kindly apply a�er agreeing to the following terms and conditions.

■ プレゼント内容
・ 日本 / フィリピン往復航空券 + 宿泊ペアセット 1 名様 ( 同伴者 1 名様合計 2 名様 )

・ ぼてぢゅう®グループお食事券 ： 2,000 円分 ( 日本限定 ) / 1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) 99 名様

■ Present Contents
・ Japan / Philippines Round-trip Airplane Ticket + Accommodation Pair Set: 
   1 winner (including 1 accompanying person total 2 people) , BOTEJYU® Group. 
・ Meal Tickets: 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in Philippines): 
   99 winners

■ 応募資格
応募時点で応募者の居住国の法律が定義する成人年齢に達している方で公式アカウント（＠botejyu.japan）に

ある本キャンペーンのキャンペーン告知投稿に応募条件を満たすコメントをしていただいた方。

※ Facebook アカウントをお持ちの方に限ります。

※ Facebook を非公開設定にしている方の応募は無効となります。

※ ご使用の PC、 スマートフォンの機種および使用状況、 通信環境等の理由により、 ご応募いただけない場合

　　がございます。

■ Application Quali�cations
Applicants should be who have reached legal adults in the country of living at the time of application and have 
posted a comment that following the application conditions under the Campaign’s Notice post for the present 
campaign posted on the o�cial account（＠botejyu.japan）. 
※ Limited to people with a Facebook account.
※ Applications of persons whose Facebook is set to “not open to the public” are invalid. 
※ Depending on the type and condition of the smartphone or computer used for the application as well as the     
     internet connection etc. application might not be possible.

■ 当選発表
応募締め切り後、 厳正なる抽選の上当選者を決定いたします。

ご当選通知は投稿者様の Facebook メッセンジャーにてご当選通知と賞品発送先登録フォームを送信します。

登録フォームに住所 ・ 氏名 ・ 連絡先 ・ Facebook アカウント名を入力し送信してください。

※ ご当選の連絡から 7 日経過しても入力 ・ 送信完了を確認できない場合は当選権利が無効となります。

※ ご当選の連絡時、 本キャンペーン内の投稿が削除されている場合、 当選権利が無効となります。

※ 当選者の住所が不明確な場合や、 転居による住所変更などの理由により、 賞品をお届けできない場合、

　  当選資格を無効とさせていただく場合がございます。

※ 当選の権利を他人に譲渡することはできません。

※ 賞品の発送は日本国内、 フィリピン国内のみとさせていただきます。

※ ご応募に関して不正な行為があったと当社が判断する場合、 当選を無効とさせていただきます。

※ 当選のご連絡までに、 1 か月から 3ｶ月ほどお待ちいただく場合がございます。

※ 落選の方にはご連絡を差し上げない予定です。 予めご了承くださいませ。

■ Announcement of the Winners 
�e winners will be selected a�er the application deadline through a strict lottery.  
A winning noti�cation will be sent to the poster through Facebook Messenger. �e winning noti�cation will 
contain a form for the registration of the shipping address to be used for sending the prize. Please enter your 
address/ full name/ contact information / Facebook account name and send the information through the form. 
※ If your information is not entered/sent through the form within 7 day a�er the winning noti�cation, you will
     lose the right of winner. 
※ If your comment has been deleted at the time of winning noti�cation, you will lose your right of winner. 
※ A winner might be disquali�ed, in case of an unclear address or if the prize cannot be delivered to the winner 
     due to a change of address etc.
※ It is not possible to transfer the right of winner to a third person.
※ All prizes can only be send from and deliver domestically in Japan or the Philippines. 
※ If our company judges that an applicant has cheated etc. he/she will loses the right to win. 
※ It might take 1 to 3  months until the winners can be announced. 
※ Only winners will be contacted. �ank you for understanding. 

■ 注意事項
【 キャンペーン全般について 】

・ 該当コメントがついていない投稿は応募対象外となります。

・ 同じ Facebook アカウントでの複数投稿によるご応募は 1 回のみとさせていただきます。

・ 本キャンペーン内容は予告なく変更される場合がございます。

・ 本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。

・ 本キャンペーンの応募状況および選考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。

・ キャンペーンの趣旨に沿わない投稿と当社が判断した場合は、 投稿者に連絡なく投稿データの非掲載 ・ 掲載

　後削除等の対応をさせていただく場合がございます。

・ 投稿内容によるトラブルがあった場合、 一切責任を負いません。

・ 本キャンペーンへの参加は、 応募者自らの判断と責任において行なうものとし、 応募の際、 応募者になんらかの

　損害が生じた場合、 当社の故意または重過失に起因するものを除きその責任を一切負いません。

・ 当選した賞品の換金および権利の譲渡はできないものとします。

・ 賞品郵送中の紛失等の事故については責任を負いかねますのでご了承ください。

・ 本キャンペーンは Facebook が支援、 承認、 運営、 関与するものではありません。

■ Precautions
【 About the campaign in general 】
・Posts that are not comments corresponding with the campaign, will not be considered as application. 
・If an applicant posts multiple comments with the same Facebook account it will be considered as a single application. 
・�e contents of the present campaign might be changed without prior notice. 
・�e internet connection costs or communication expenses etc. for applying to the present campaign must be 
    covered by the applicant. 
・Please note that we cannot answer questions about the general application status or the results of the winner lottery. 
・If our company judges that a post/comment is not in line with the purpose of the present campaign, we might 
   hide or delete the post/comment or take other measures without informing the poster. 

・We will not be responsible for any kind of trouble that has occurred due to the contents of the post. 
・�e application to the present campaign is the decision of the applicant and solely his/her own responsibility.  
   Excluding cases of intentional damage or gross negligence from our company, we will not be held responsible for 
   any harm or the like that occurred at the application. 
・A won prize cannot be changed into money or be transferred to another person. 
・Please note that we cannot be held responsible if a prize is lost in the mail or lost due to other accidents a�er it was sent. 
・�e present campaign is neither sponsored, acknowledged or operated by Facebook, nor is it conducted with the
   participation of Facebook.

【 航空券＆宿泊について 】

・ 往復航空券の座席は、 エコノミークラスです。

・ 宿泊先は指定させていただきます。

・ 宿泊は 2 名様 1 部屋のみとさせていただきます。

・ 当選者の同伴者は 20 歳未満の場合は当選者が同伴者の保護者であることを条件とします。

・ 当選者は 20 歳以上、 当選者および同伴者は有効なパスポートをお持ちの方で、 ご自身で VISA の取得を

  いただける方に限ります。

・ 対象期間 ： 2020 年 1 月 1 日～ 6 月 30 日

・ ご旅行は、設定期間中から一部除外日を除き、ご希望の出発日をお選びいただけます。 なお、混雑状況によっ

  ては、 ご希望日に座席をご用意できない場合がございますので予めご了承ください。

  （除外日 ： 2020 年 1 月 1 日～ 5 日、 2020 年 1 月 11 日～ 13 日、 2020 年 2 月 22 日～ 24 日、 2020 年 3 月

  20 日～ 22 日、 2020 年 4 月 9 日～ 12 日、 2020 年 5 月 1 日～ 10 日）

・ ご出発日の 2 ヵ月前までに、 ご搭乗希望日を通知頂く必要があります。 その時点で満席の場合は、 別のご希

  望日を通知いただく必要があります。

・ 発券後の変更、 キャンセルは不可とさせて頂きます。

・ 当選航空券の第三者への譲渡は出来ません。

・ 便指定不可、 座席指定不可となりますのでご了承下さい。

・ マイル積算対象外となりますのでご了承下さい。

・ 燃油サーチャージ代、 空港諸税等、 VISA 取得に関する費用は、 当選者のご負担となりますのでご了承ください。

※ フィリピン国籍の方で日本への VISA の取得については、 弊社費用負担で代行会社にて手配させていただきます。

※ フィリピンへの VISA の取得についてはお客様ご自身で取得になります。

・ 発着ニノイ ・ アキノ国際空港 / 成田国際空港間までの国内線などの移動は当選者のご負担となりますのでご 

  了承ください。

【 About Airplane Tickets and Accommodation 】

・�e seats of the round-trip airplane tickets are economy class seats. 
・We will designate the accommodation.
・Accommodation can only be arranged for two people staying in one room. 
・If the accompanying person of the winner is under 20 years old, the winner must be the parent or legal guardian
   of the accompanying person. 
・A winner must be over the age of 20. Winner and accompanying person must both have a valid passport and
   must apply for a visa by themselves. 
・Prefer Period：January 1th to June 30th , 2020. 
・�e winner can select a date for departure within the target period, with the exception of some excluded dates. 
   Please note, that depending on the state of congestion it might not be possible to provide seats for the desired date. 
  （Excluded dates：JAN 1 – 5, 2020 / JAN 11 – 13, 2020 / FEB 22 – 24, 2020 / MAR 20 - 22, 2020 / APR 9 – 12, 2020 / MAY 1 – 10, 2020）

・Notice about the desired date of departure at must be given of least 2 month before in advance. If hotel and/or 
   airplane  are already fully booked for your desired date, you need to provide us with a new date. 
・Cancellation or change of the �ight is not possible a�er the ticket issuing. 
・It is not possible to transfer won airplane tickets to a third person. 
・Please note that you cannot designate the airplane or the seats yourself. 
・Please note, that no miles can be awarded to you for the won �ight. 
・Please note that the fuel surcharge, airport taxes etc. as well as visa expenses must be covered by the winner. 
※ �e Japan Visa for Philippine Nationals will be arranged by our company through an agent. �e costs for the 
     Visa will be covered by our company. 
※ All visa applications for entering the Philippines must be conducted by the winner himself/herself. 
・Please note, that the winner must cover domestic travel expenses from and to the arrival and departure airport 
   Ninoy Aquino International Airport/ Narita International Airport. 
　
【 お食事券について 】

・ 日本国内およびフィリピンのぼてぢゅう®グループ店舗 ( お食事券裏面参照 ) にて 2,000 円分 ( 日本限定 ) /  

   1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) のお食事券として御使用になれます。

・ 有効期限および検印のないものは無効となります。

・ お釣銭のお返しは致しておりませんので、 ご了承ください。

・ 他のサービスとの併用はできません。

・ コピーは不可です。

・ 本券の盗難、 紛失または減失などに関しては、 一切その責は負いません。

【 About Meal Tickets 】
・�e tickets can be used as meal ticket for 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in the 
   Philippines) in stores of the BOTEJYU Group in Japan or in the Philippines (Please con�rm stores at the back of 
   the meal ticket). 
・Tickets without date of validity or stamp are invalid. 
・Please note, that we cannot give change for a used meal ticket. 
・Meal tickets cannot be used in combination with other services. 
・Photocopies of a meal ticket cannot be used. 
・We do not take responsibility for the the�, loss or damage of a meal ticket.  

■ 禁止事項
本キャンペーンへご応募いただくに際し、 以下の行為を禁止とさせていただきます。

1. 他人の知的財産権 ・ 肖像権等の権利やプライバシー等の侵害、 誹謗中傷により、 名誉 ・ 信用を傷つけるこ

   とや他者に不利益を与える行為。

2. 悪質または不適切であると判断される行為。

3. わいせつ、 児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する行為。

4. 営利を目的とした情報提供、 広告宣伝もしくは勧誘行為。

5. 公序良俗に反する内容およびその他閲覧者を不愉快にさせる行為。

6. Facebook の利用規約 ・ 法令に違反する行為。

■ Prohibitions
�e following acts are prohibited during the application to the present campaign.
1. Acts that hurt the honor or reliability or lead to a loss or disadvantage for another person though the violation of
   intellectual property, image property rights or privacy. 

2. Acts that can be deemed as fraudulent or inappropriate. 
3. Acts that promote obscenity, children’ s pornography or sexual exploitation of children. 
4. Solicitation, advertisement or the sharing of information for commercial purposes. 
5. Contents violate the public order and morality or anything else that could cause other viewers and readers to feel 
    uncomfortable
6. Acts that violate Facebook ’ s terms of usage / the law. 

■ 免責事項
1. 禁止事項に抵触していると判断した場合、 投稿の削除等の対応をとる場合がございます。

2. 利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。

3. システムの不具合等により、 本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

4. 火災、 停電等により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

5. 地震、 津波等の天災により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

6. 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。

■ Disclaimer
1. If a post is deemed as violation of the prohibitions, measures like deleting the post or the like might be taken.
2. In case that trouble has arisen between users or a user and a third person. 
3. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to system failure etc. 
4. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to a �re, blackout or the like.  
5. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to natural disaster 
    like earthquakes, tsunamis or the like.
6. In case that the service of the present campaign is disturbed by a third person or if a defect or delay has occurred 
to the service due to a change of information.

■ 個人情報の取り扱いについて
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1. 当社は、 取得した個人情報は、 本キャンペーン賞品の発送、 お問い合わせやアンケート等、 各種サービス

   情報のご案内、 個人を特定しない統計資料の作成目的で使用いたします。
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■ About the Handling of Personal Information
At our company we strictly follow the Act on the Protection of personal information etc. and will handle the 
personal information of our customers collected at the present campaign (below : “personal information” ) as following:
1. Our company uses the collected personal information with the purpose of sending the prizes won at the present 
    campaign, for notices about questions, questionnaires or service information, as well as for the creation of 
    statistics that do not identify single persons. 
2. Our company does not collect personal information that exceeds the necessary extent for the above-mentioned 
    purpose without the consent of the person himself/herself. 

3. At our company we have implemented strict security measures to ensure that personal information cannot be 
    leaked, lost, damaged or unlawfully accessed by outsiders. 
4. Our company will not provide third parties with personal information without the given consent of the person 
    himself/herself, except in the case that our company has cosigned the handling of personal information with the 
    purpose mentioned above to a third party or it is required by law.
5. To ensure the proper handling of personal information, our company has adjusted the internal system and 
    implemented educational measures to maintain a save environment. 
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※ 賞品の発送は日本国内、 フィリピン国内のみとさせていただきます。

※ ご応募に関して不正な行為があったと当社が判断する場合、 当選を無効とさせていただきます。

※ 当選のご連絡までに、 1 か月から 3ｶ月ほどお待ちいただく場合がございます。

※ 落選の方にはご連絡を差し上げない予定です。 予めご了承くださいませ。

■ Announcement of the Winners 
�e winners will be selected a�er the application deadline through a strict lottery.  
A winning noti�cation will be sent to the poster through Facebook Messenger. �e winning noti�cation will 
contain a form for the registration of the shipping address to be used for sending the prize. Please enter your 
address/ full name/ contact information / Facebook account name and send the information through the form. 
※ If your information is not entered/sent through the form within 7 day a�er the winning noti�cation, you will
     lose the right of winner. 
※ If your comment has been deleted at the time of winning noti�cation, you will lose your right of winner. 
※ A winner might be disquali�ed, in case of an unclear address or if the prize cannot be delivered to the winner 
     due to a change of address etc.
※ It is not possible to transfer the right of winner to a third person.
※ All prizes can only be send from and deliver domestically in Japan or the Philippines. 
※ If our company judges that an applicant has cheated etc. he/she will loses the right to win. 
※ It might take 1 to 3  months until the winners can be announced. 
※ Only winners will be contacted. �ank you for understanding. 

■ 注意事項
【 キャンペーン全般について 】

・ 該当コメントがついていない投稿は応募対象外となります。

・ 同じ Facebook アカウントでの複数投稿によるご応募は 1 回のみとさせていただきます。

・ 本キャンペーン内容は予告なく変更される場合がございます。

・ 本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。

・ 本キャンペーンの応募状況および選考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。

・ キャンペーンの趣旨に沿わない投稿と当社が判断した場合は、 投稿者に連絡なく投稿データの非掲載 ・ 掲載

　後削除等の対応をさせていただく場合がございます。

・ 投稿内容によるトラブルがあった場合、 一切責任を負いません。

・ 本キャンペーンへの参加は、 応募者自らの判断と責任において行なうものとし、 応募の際、 応募者になんらかの

　損害が生じた場合、 当社の故意または重過失に起因するものを除きその責任を一切負いません。

・ 当選した賞品の換金および権利の譲渡はできないものとします。

・ 賞品郵送中の紛失等の事故については責任を負いかねますのでご了承ください。

・ 本キャンペーンは Facebook が支援、 承認、 運営、 関与するものではありません。

■ Precautions
【 About the campaign in general 】
・Posts that are not comments corresponding with the campaign, will not be considered as application. 
・If an applicant posts multiple comments with the same Facebook account it will be considered as a single application. 
・�e contents of the present campaign might be changed without prior notice. 
・�e internet connection costs or communication expenses etc. for applying to the present campaign must be 
    covered by the applicant. 
・Please note that we cannot answer questions about the general application status or the results of the winner lottery. 
・If our company judges that a post/comment is not in line with the purpose of the present campaign, we might 
   hide or delete the post/comment or take other measures without informing the poster. 

・We will not be responsible for any kind of trouble that has occurred due to the contents of the post. 
・�e application to the present campaign is the decision of the applicant and solely his/her own responsibility.  
   Excluding cases of intentional damage or gross negligence from our company, we will not be held responsible for 
   any harm or the like that occurred at the application. 
・A won prize cannot be changed into money or be transferred to another person. 
・Please note that we cannot be held responsible if a prize is lost in the mail or lost due to other accidents a�er it was sent. 
・�e present campaign is neither sponsored, acknowledged or operated by Facebook, nor is it conducted with the
   participation of Facebook.

【 航空券＆宿泊について 】

・ 往復航空券の座席は、 エコノミークラスです。

・ 宿泊先は指定させていただきます。

・ 宿泊は 2 名様 1 部屋のみとさせていただきます。

・ 当選者の同伴者は 20 歳未満の場合は当選者が同伴者の保護者であることを条件とします。

・ 当選者は 20 歳以上、 当選者および同伴者は有効なパスポートをお持ちの方で、 ご自身で VISA の取得を

  いただける方に限ります。

・ 対象期間 ： 2020 年 1 月 1 日～ 6 月 30 日

・ ご旅行は、設定期間中から一部除外日を除き、ご希望の出発日をお選びいただけます。 なお、混雑状況によっ

  ては、 ご希望日に座席をご用意できない場合がございますので予めご了承ください。

  （除外日 ： 2020 年 1 月 1 日～ 5 日、 2020 年 1 月 11 日～ 13 日、 2020 年 2 月 22 日～ 24 日、 2020 年 3 月

  20 日～ 22 日、 2020 年 4 月 9 日～ 12 日、 2020 年 5 月 1 日～ 10 日）

・ ご出発日の 2 ヵ月前までに、 ご搭乗希望日を通知頂く必要があります。 その時点で満席の場合は、 別のご希

  望日を通知いただく必要があります。

・ 発券後の変更、 キャンセルは不可とさせて頂きます。

・ 当選航空券の第三者への譲渡は出来ません。

・ 便指定不可、 座席指定不可となりますのでご了承下さい。

・ マイル積算対象外となりますのでご了承下さい。

・ 燃油サーチャージ代、 空港諸税等、 VISA 取得に関する費用は、 当選者のご負担となりますのでご了承ください。

※ フィリピン国籍の方で日本への VISA の取得については、 弊社費用負担で代行会社にて手配させていただきます。

※ フィリピンへの VISA の取得についてはお客様ご自身で取得になります。

・ 発着ニノイ ・ アキノ国際空港 / 成田国際空港間までの国内線などの移動は当選者のご負担となりますのでご 

  了承ください。

【 About Airplane Tickets and Accommodation 】

・�e seats of the round-trip airplane tickets are economy class seats. 
・We will designate the accommodation.
・Accommodation can only be arranged for two people staying in one room. 
・If the accompanying person of the winner is under 20 years old, the winner must be the parent or legal guardian
   of the accompanying person. 
・A winner must be over the age of 20. Winner and accompanying person must both have a valid passport and
   must apply for a visa by themselves. 
・Prefer Period：January 1th to June 30th , 2020. 
・�e winner can select a date for departure within the target period, with the exception of some excluded dates. 
   Please note, that depending on the state of congestion it might not be possible to provide seats for the desired date. 
  （Excluded dates：JAN 1 – 5, 2020 / JAN 11 – 13, 2020 / FEB 22 – 24, 2020 / MAR 20 - 22, 2020 / APR 9 – 12, 2020 / MAY 1 – 10, 2020）

・Notice about the desired date of departure at must be given of least 2 month before in advance. If hotel and/or 
   airplane  are already fully booked for your desired date, you need to provide us with a new date. 
・Cancellation or change of the �ight is not possible a�er the ticket issuing. 
・It is not possible to transfer won airplane tickets to a third person. 
・Please note that you cannot designate the airplane or the seats yourself. 
・Please note, that no miles can be awarded to you for the won �ight. 
・Please note that the fuel surcharge, airport taxes etc. as well as visa expenses must be covered by the winner. 
※ �e Japan Visa for Philippine Nationals will be arranged by our company through an agent. �e costs for the 
     Visa will be covered by our company. 
※ All visa applications for entering the Philippines must be conducted by the winner himself/herself. 
・Please note, that the winner must cover domestic travel expenses from and to the arrival and departure airport 
   Ninoy Aquino International Airport/ Narita International Airport. 
　
【 お食事券について 】

・ 日本国内およびフィリピンのぼてぢゅう®グループ店舗 ( お食事券裏面参照 ) にて 2,000 円分 ( 日本限定 ) /  

   1,000 ペソ分 ( フィリピン限定 ) のお食事券として御使用になれます。

・ 有効期限および検印のないものは無効となります。

・ お釣銭のお返しは致しておりませんので、 ご了承ください。

・ 他のサービスとの併用はできません。

・ コピーは不可です。

・ 本券の盗難、 紛失または減失などに関しては、 一切その責は負いません。

【 About Meal Tickets 】
・�e tickets can be used as meal ticket for 2,000 JPY (limited usage in Japan) / 1,000 PHP (limited usage in the 
   Philippines) in stores of the BOTEJYU Group in Japan or in the Philippines (Please con�rm stores at the back of 
   the meal ticket). 
・Tickets without date of validity or stamp are invalid. 
・Please note, that we cannot give change for a used meal ticket. 
・Meal tickets cannot be used in combination with other services. 
・Photocopies of a meal ticket cannot be used. 
・We do not take responsibility for the the�, loss or damage of a meal ticket.  

■ 禁止事項
本キャンペーンへご応募いただくに際し、 以下の行為を禁止とさせていただきます。

1. 他人の知的財産権 ・ 肖像権等の権利やプライバシー等の侵害、 誹謗中傷により、 名誉 ・ 信用を傷つけるこ

   とや他者に不利益を与える行為。

2. 悪質または不適切であると判断される行為。

3. わいせつ、 児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する行為。

4. 営利を目的とした情報提供、 広告宣伝もしくは勧誘行為。

5. 公序良俗に反する内容およびその他閲覧者を不愉快にさせる行為。

6. Facebook の利用規約 ・ 法令に違反する行為。

■ Prohibitions
�e following acts are prohibited during the application to the present campaign.
1. Acts that hurt the honor or reliability or lead to a loss or disadvantage for another person though the violation of
   intellectual property, image property rights or privacy. 

2. Acts that can be deemed as fraudulent or inappropriate. 
3. Acts that promote obscenity, children’ s pornography or sexual exploitation of children. 
4. Solicitation, advertisement or the sharing of information for commercial purposes. 
5. Contents violate the public order and morality or anything else that could cause other viewers and readers to feel 
    uncomfortable
6. Acts that violate Facebook ’ s terms of usage / the law. 

■ 免責事項
1. 禁止事項に抵触していると判断した場合、 投稿の削除等の対応をとる場合がございます。

2. 利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。

3. システムの不具合等により、 本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

4. 火災、 停電等により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

5. 地震、 津波等の天災により本コンテストのサービスの提供が不可能となった場合。

6. 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。

■ Disclaimer
1. If a post is deemed as violation of the prohibitions, measures like deleting the post or the like might be taken.
2. In case that trouble has arisen between users or a user and a third person. 
3. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to system failure etc. 
4. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to a �re, blackout or the like.  
5. In case that the provision of the services for the present contest has become impossible due to natural disaster 
    like earthquakes, tsunamis or the like.
6. In case that the service of the present campaign is disturbed by a third person or if a defect or delay has occurred 
to the service due to a change of information.

■ 個人情報の取り扱いについて
当社は、 本キャンペーンで入手しましたお客様の情報 ( 以下 「個人情報」 という ) を、 個人情報の保護に関す

る法律等を遵守し、 以下の方針に従って取り扱います。

1. 当社は、 取得した個人情報は、 本キャンペーン賞品の発送、 お問い合わせやアンケート等、 各種サービス

   情報のご案内、 個人を特定しない統計資料の作成目的で使用いたします。

2. 当社は、 ご本人の同意を得ないで、 利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報を取り扱いません。

3. 当社は、 個人情報の漏えい、 紛失、 き損等および外部からの不正なアクセスがないよう、 厳重なデータ管理、

   セキュリティ対策を実施しています。

4. 当社は、 利用目的に必要な範囲内において第三者に情報の取り扱いの委託を行う場合または法令等で開示

   が求められた場合を除き、事前にお客様の同意を得ないで、その個人情報を第三者に提供することはありません。

5. 当社は、個人情報の適正な取り扱いのため、社内体制の整備および教育を実施し、その維持に努めてまいります。

■ About the Handling of Personal Information
At our company we strictly follow the Act on the Protection of personal information etc. and will handle the 
personal information of our customers collected at the present campaign (below : “personal information” ) as following:
1. Our company uses the collected personal information with the purpose of sending the prizes won at the present 
    campaign, for notices about questions, questionnaires or service information, as well as for the creation of 
    statistics that do not identify single persons. 
2. Our company does not collect personal information that exceeds the necessary extent for the above-mentioned 
    purpose without the consent of the person himself/herself. 

3. At our company we have implemented strict security measures to ensure that personal information cannot be 
    leaked, lost, damaged or unlawfully accessed by outsiders. 
4. Our company will not provide third parties with personal information without the given consent of the person 
    himself/herself, except in the case that our company has cosigned the handling of personal information with the 
    purpose mentioned above to a third party or it is required by law.
5. To ensure the proper handling of personal information, our company has adjusted the internal system and 
    implemented educational measures to maintain a save environment. 


