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WD Red™搭載 NAS プレゼントキャンペーン（以下「本プロモーション」といいます。）はウエスタンデジタ

ル合同会社（以下「スポンサー」といいます。）により行われます。Twitter で@WesternDigiJPN のフォロー

およびキャンペーン記事の RT または、Facebook でキャンペーン記事に「いいね」および「コメント」する

ことをもって本プロモーションへの応募とみなし、応募者は本ルール及びスポンサーの決定に同意し承諾し

たものとみなされ、本ルール及びスポンサーの決定に拘束されます。賞品の獲得は、本ルールに記載された

すべての要件を満たすことが条件です。 
 

1. 応募資格: 本プロモーションは、以下の条件を全て満たす方（以下「応募者」といいます。）のみが

対象です。 
• 応募時に 18 歳以上である日本の合法的居住者（未成年者の場合は親権者の同意を得ている方） 
• Tweet を非公開にされていない方 
• 本ルールに同意いただいた方 

 
スポンサー、スポンサーの子会社、関連会社、仕入先、代理人、広告代理店、本プロモーションの実

行及び管理に関与する会社の役員、取締役及び従業員、並びにこれら各人の近親者（すなわち、配偶

者、兄弟姉妹、親及び子供）に応募及び当選の資格はありません。 
 
2. キャンペーン時期： 

本プロモーションの応募期間は、2021 年 11 月 15 日（月）の 10 時に開始し、2021 年 11 月 28 日(日)
の 23 時 59 分に終了します（以下「プロモーション期間」といいます。）。 

 
3. 応募方法： 

・Twitter でご応募の場合 
WD ジャパン公式 Twitter アカウント @WesternDigiJPN をフォローのうえ、キャンペーン記事を

「RT」 
・Facebook でご応募の場合 
ウエスタンデジタル ジャパン公式 Facebook のキャンペーン記事に「いいね」およびコメント欄へ

の投稿 
 

4. エントリー条件：  
プロモーション期間中、エントリーは一人様 Twitter と Facebook それぞれ 1 回限りです。 
本プロモーションへの応募のために複数の氏名やアカウントの使用を試みた場合は失格となります。 
本ルールで許可される以外の方法で応募を試みることは禁止され、当該応募者によるすべての応募は

無効となります。スクリプト、マクロ若しくはその他の自動手段により、又は応募手順を反故にする

手段により生じたエントリーは無効です。応募者が、(a)複数の、異なる電子メールアドレス、ID、

ログイン又はその他の方法を使用して、所定の数を超えるエントリーを得ようとしたり、(b)本ルー

ルにより許可される以外の方法で本プロモーションに応募しようとしたり、(c)いかなる方法であれ、

本プロモーションの応募手順を反故にし、その他不正行為をしようとしたという合理的な疑いをスポ

ンサーが有する場合、スポンサーは、その単独の裁量により、そのような不正な又は疑わしいエント

リーを無効とし、あるいは当該応募者をその後の参加や賞品の獲得において失格とする権利を有する

ものとし、その決定は最終的なものとします。 
 
当選した賞品は当選者本人が使用するものとし当選後最低 6ヶ月は有償、無償を問わず賞品の全部ま

たは一部を他人に譲渡することはできません。  
 

5. 使用レポートの投稿： 
当選者は賞品受領後 1ヶ月以内にご自身が管理するブログ、ソーシャルネットワーキングサービスで

使用レポートを投稿する必要があります。 投稿された URL をダイレクトメッセージにてお送りく
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ださい。 
・Facebook の場合 

200文字以上かつ画像 3枚以上の投稿を 1 投稿以上 
・Twitter の場合 
文章および画像を含めた投稿を 5 投稿以上 

・Blog などの場合 
400文字以上かつ画像 5枚以上の投稿を 1 投稿以上 

 
※当選報告、開封画像などの投稿も可能ですが投稿数にはカウントされません。 
設定や、使用感など実際に使用した様子、感想を投稿ください。 
投稿の際には、キャンペーンで当選した賞品である旨を必ずご記入ください。 

 
6. 賞品： 

・WD Red™搭載 NAS 1 名様 
構成： 

・WD Red™ Plus NAS Hard Drive 3.5 インチ 8TB ×3台 (オープンプライス) 
・WD Red™ SA500 NAS SATA SSD 2.5 インチ 4TB ×1台(オープンプライス) 
・QNAP TS-451+×1台(オープンプライス) 

 
7. 当選者選出： 1 名の当選者が無作為に選ばれます。 

 
8. 当選発表： 2021 年 12 月上旬予定 

 
9. 当選者通知、確認及び失格： 

9.1. 当選候補者の通知： スポンサーは、WD ジャパン公式 Twitter で発表するとともに、WD ジャ

パン公式 Twitter または Facebookからダイレクトメッセージにてお知らせいたします。 当選通

知受信後、ダイレクトメッセージ内に記載されている URL より発送に必要な情報をご登録下さ

い。 賞品の発送は日本国内の個人宅に限らせていただきます。スポンサーは、当選候補者の連

絡先情報を賞品の発送以外にはいかなる目的にも使用しません。 
9.2. 失格： 当選候補者が、(i)いずれかの資格要件を満たさない場合、(ii)賞品の受領、若しくは本

ルールに記載される方法での賞品の受領を辞退する場合、(iii)指定の期日までに賞品の発送に必

要な情報の登録がない場合、又は(iv)その他の理由で、資格がない若しくは本ルールを遵守して

いないとスポンサーにより判断された場合、スポンサーは、その裁量により当該当選者を失格と

することができます。 
 

10. 一般条件： 
10.1. 本プロモーションのセキュリティ、管理、公平性又は運営が、不正な介入、ネットワークの不具

合、データ保存の不具合、電気通信の不具合、故障又はその他のスポンサーの合理的な支配の及

ばない原因により妨害された場合、スポンサーは、その単独の裁量により、本プロモーション又

は本プロモーションの一部を取り消し、中止し、又は中断する権利を留保します。スポンサーは、

かかる措置の前に受領したすべての適格で疑いのないエントリーの中から、当選者候補を選びま

す。スポンサーは、いつでも本ルールを補足又は改訂する権利を留保します。 
10.2. 本プロモーションのセキュリティ、管理、公平性又は運営が、不正な介入、ネットワークの不具

合、データ保存の不具合、電気通信の不具合、故障又はその他のスポンサーの支配の及ばない原

因により妨害されたとスポンサーがその単独の裁量により判断する場合、スポンサーは、本プロ

モーション又は本プロモーションの一部を取り消し、中止し、又は中断する権利を留保します。 
10.3. スポンサーは、本プロモーションに関連する資料におけるタイプミスや事務的な誤りを訂正する

権利を留保します。規定された数量を超える賞品は授与されません。制作、技術、プログラミン

グ又はその他の理由により、本ルールに規定された数量を超える賞品が提供又は請求されること
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となった場合、スポンサーは、規定された数量の賞品のみを授与する権利を留保します。 
10.4. スポンサーは、その単独の裁量により、応募者が本プロモーションの応募若しくは運営に関し次

の行為をしたと判断する場合、応募者が本プロモーションに参加することを禁止する権利を留保

します；本ルールの無視や回避を繰り返し試みること、スポンサーが不公正若しくは不公平と判

断する方法をとること、他の応募者若しくはスポンサーを困らせる、脅す、若しくは嫌がらせる

意図をもった行為、又はその他混乱を生じさせる行為。本プロモーションにおいていかなる方法

であれ詐欺行為や不正行為を試みる者は、賞品を獲得する資格はなく、法律が許す限りにおいて

訴追される場合があります。 
10.5. スポンサーが本ルールのいずれかの規定を適用しない場合も、本ルールを放棄するものではあり

ません。本プロモーションの運営を故意に妨害しようとした場合は、刑法及び民法の違反となる

恐れがあり、スポンサーは法律が許す限りにおいて、当該者から損害賠償を求める権利を留保し

ます。 
 

11. 責任限度及び免責： 
11.1. 応募者は、スポンサーが以下のいずれの事項についても責任を負わず、いかなる債務も負わない

ものであることに同意します。(i)応募の遅れ、紛失、延着、破損、宛先違い、不完全、未達、不

正確、判読不能又は不明瞭。提出の証拠は、スポンサーによる受領の証拠とはみなされません。

(ii)種類を問わず、電話、電子、ハードウェア若しくはソフトウェアプログラム、ネットワーク、

インターネット又はコンピュータの故障、不具合又は問題、(iii)コンピュータ通信の不具合、不

完全、文字化け又は遅延、(iv)本プロモーションに関連するいかなる資料のダウンロード、(v)本
プロモーションが取り消され、又は取消し、遅延若しくは中断により賞品が授与されない場合で、

その理由が天災、戦争行為、自然災害、天候、テロ行為、暴動若しくは内乱、衛星若しくは機器

の不具合、法令、公衆衛生の危機、裁判所命令、又は本プロモーションを中断若しくは妨害する

スポンサーの合理的な支配の及ばない事象により生じる状態であるもの、(vi)賞品、又は賞品の

受領、保有若しくは使用、又は本プロモーションへの参加に関連して生じる、又はこれらの結果

である、その種類を問わず被害、損失又は損害、(vii)本プロモーションに伴う資料における印刷

ミス又はタイプミス。 
11.2. スポンサー、その関連会社及び一定範囲の子会社、取締役、代理人、代理店、フランチャイジー、

発起人、役員、従業員及び関係者は、(a)理由を問わず、本ルールに記載する期限までにスポン

サーにより受領されなかった応募につき責任を負わず、(b)本プロモーション並びに賞品の受領

及び使用に関連する一切の責任を免除され、(c)当選者を選出できない場合でもその責任を負い

ません。本プロモーションへの参加により、応募者は、スポンサー及びその各子会社、関連会社、

仕入先、販売店、宣伝広告代理店、及びこれらのそれぞれの親会社、並びにこれらの各会社の役

員、取締役、従業員及び代理人（以下「被免責当事者」と総称します。）に関して、本プロモー

ションへの参加、本プロモーションに関連する行為、エントリー関連の資料の使用若しくは誤用、

又は賞品の受領、使用若しくは誤用により生じる、人身傷害、死亡、又は財産の損害若しくは損

失を含むもののこれらに限られない一切の請求又は訴訟原因につき、被免責当事者を免責し、こ

れらに損害を与えないことに同意します。 
 

12. 情報収集： 応募者は、スポンサー及びその承認された第三者が、本キャンペーンのためにスポンサ

ー又は承認された第三者に対して提供される個人情報を使用できることに同意します。スポンサーは、

本キャンペーン終了後は速やかに当該個人情報を破棄します。 
 
13. 準拠法： 本ルールの解釈、有効性、説明及び執行力、又は本プロモーションに関連する応募者及び

スポンサーの権利義務に関する一切の問題及び疑問は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるも

のとします。 
 
14. 紛争： 本プロモーションへの応募により、応募者は、(a)本プロモーション若しくは授与される賞

品に起因又は関連する一切の紛争、請求及び訴訟原因は、いかなる形式の集団訴訟にもよることなく
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個別に解決されること、(b)いかなる請求、判決及び裁定も、本プロモーションへの応募に関連する

費用を含め実際に生じた費用に限定されること、並びに(c)いかなる状況においても、実際の経費以

外には、懲罰的損害、付随的損害又は間接損害その他のいかなる損害賠償を得ることも許されず、応

募者はかかる請求権をここに放棄することに同意します。 
 
15. 可分性： 本ルールのいずれかの規定の無効性又は執行不能性は、他の規定の有効性又は執行力に影

響しないものとします。いずれの規定が無効又はその他執行不能若しくは違法と判断された場合も、

本ルールのそれ以外の部分は引き続き有効とし、無効又は違法な規定は本ルールに含まれていないも

のとして、その条項に従い解釈されるものとします。 
 
16. スポンサー： ウエスタンデジタル合同会社 https://www.westerndigital.com/ja-jp 

 
Western Digital、Western Digital ロゴ、WD Red は、米国およびその他の国における Western Digital 
Corporation、またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商標も各商標権者に帰属します。 
 
© 2021 Western Digital Corporation 又はその関連会社。転載禁止 


