
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ものづくり人
び と

大募集！ 

 

＼イシカワ HP リニューアル企画／ 

↑check  

ヤマサキ帆布店 

＜キャンペーン期間＞ 2016 年 7 月 15 日（金）～8 月 16 日（火）23：59 

 

オリジナルmini トートプレゼント！ 

夏色オリジナルバックをGET しよう！ 

 

HOW TO 

イシカワ公式 Instagram 

 フォロー 

 

 写真を撮る 

 

 投稿して応募！ 

STEP 

STEP 

STEP 

１ 

3 

2 

@ishikawa_beans 

 

アカウントをフォロー 

 

手作りアイテムをパシャリ！ 

お菓子・アクセサリー・盆栽などなど 

手作りならなんでも OK！ 

コメント&ハッシュタグ 

クリック！↑”ものづくりピープル”の略称 

「＃ものぴ」 をつけて投稿！ 

コメントも自由！ 

こだわりやなんで作ったか教えてください♪ 

（例）大好きな豆乳ドーナッツ作った！ 

＃ものぴ ＃ドーナッツ 

Instagram で抽選に参加して 

 

大好きな豆乳ドーナッツ作った！ 

#ものぴ #ドーナッツ 

 ＃ドーナッツ 

クリック 
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キャンペーン応募期間：2016年7 月15 日(金)～2016 年8 月16 日(火)23：59 

～～ 

ものづくりしたアイテムの写真を大募集します(@^^)/ 

 

 

 

※アイテムは料理・植物・雑貨など作ったものであればなんでも OK 

 

 

 

① イシカワ公式 Instagramアカウント＠ishikawa_beansをフォロー 

 

② あなたの手作りアイテムを写真に撮る 

 

③  そのアイテムについてのコメントと、ハッシュタグ「#ものぴ」を付け 

 

※ものぴ=ものづくりピープルの略語 

 

 

 

てインスタグラムに投稿 

 

期日終了後 1週間以内に Instagramダイレクト機能を利用して 

お知らせさせていただきます。 

応募方法 

テーマ 

当選発表 

お問い合わせ 

株式会社イシカワ 佐伯工場  

E-mail：info@ishikawa-net.co.jp 

問い合わせ電話番号：0829-40-0088 

受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日を除く） 

 

 ※応募には Instagramのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方

は Instagram公式アプリにて無料で取得できます。 

 

 

賞品 ヤマサキ帆布店オリジナルminiトートバック、イシカワ商品 

 

 

※ご返信期限内にご返信がない場合は当選を無効とさせていただきまのでご注意ください。 

 

※当選時はダイレクトメールでお知らせしますので、必ずフォローお願いします。 

 

 

 

応募規約  

 

本キャンペーンに参加することにより、キャンペーン参加者は本応募規約に同意したものとみなします。 

 

応募について 

・応募作品は撮影者および被写体となった方による本キャンペーンの応募の承諾が得られているものに限ります。 

・応募作品の著作権については Instagramの定める規則に従います。 

・当選作品についてはイシカワのWebサイト及び Instagram、Facebookなどの SNSページに使用させていただく場合があります。 

・アカウント非公開・ハッシュタグがついていない投稿は応募対象外となります。 

・お使いのスマートフォンの機種および使用状況、通信環境などの理由により、応募できない場合があります。 

・画面内で確認できる対象物によって肖像権等の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。 

 ご利用者はご自身の責任で本サイト利用・画像の投稿を行ってください。 ご利用者の画像に起因して当社または第三者が苦情等を受けた

場合、当該苦情等の解決に要した費用をご利用者に負担していただきます。 

・本利用規約のほかに、Instagramの定める規約も厳守してください。 

・当社の社員及び関係者による応募は審査対象外としますのでご了承ください。 

 

当選について 

・応募締め切り後、厳選な審議の上、当選者を決定いたします。当選はお１人様１回とさせていただきます。 

・結果発表はキャンペーン締め切り１週間以内に、Instagramのダイレクトメッセージにてお知らせします。 

 なので投稿後も公式アカウント「@ishikawa_beans」をフォローしておいてください。 

・当選通知受信から一定の期日を過ぎてもご連絡がない場合当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。 

・当選者には、当選作品写真の当社へデータ提供及び当社が当選作品を当社の Web サイト等に無償で使用する権利の承諾が商品提供の条件

となります。 

・応募状況および当選の可否については、お答えしかねます。あらかじめご了承ください。 

 ※投稿の非公開設定を ONにされている方は、抽選対象外になりますのでご注意ください。 

 ※当選の権利はご本人のもので、第三者への譲渡・換金はできません。 

 

個人情報の取り扱いについて 

ご応募、ご当選の際にいただいた個人情報につきましては、賞品の配送のほか、当社の商品やサービスの参考のため 

個人を特定しない統計的情報の形で利用させていただく場合がございます。お客様の個人情報をお客様の同意なしに 

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)。個人情報の取り扱いの詳細 

に関しては、当社のプライバシーポリシーをご参照ください。（https://www.ishikawa-net.co.jp/company/privacypolicy.html） 

本キャンペーンへ応募いただいたお客様は、当社のプライバシーポリシーに同意されたものとみなします。 

 

サービスの中断または中止について 

 本キャンペーンがやむを得ず提供の遅延、中断、中止等が発生したとしても、これに起因する参加者または第三者 

が被った損害について当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

その他注意事項 

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

 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。 

 本キャンペーンに参加したこと、または当選したことに起因するいかなる損失、負債、被害、費用、その他申し立てについて当社は一切の 

責任を負いかねます。 

 ※アプリ使用方法やインストールについては提供元にご確認ください。 

 ※Instagramとカメラロゴは米国およびその他の国における Instagram, LLCの商標です。 

 キャンペーン詳細 

https://www.instagram.com/ishikawa_beans/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%B4/
mailto:info@ishikawa-net.co.jp?subject=HPリニューアル企画　miniトートプレゼントについて
https://www.ishikawa-net.co.jp/company/privacypolicy.html
https://www.ishikawa-net.co.jp/company/privacypolicy.html

