
おそ松さん NFT プレゼントキャンペーン応募規約 

 

キャンペーンに参加される方は、必ず以下をお読みいただき、ご同意の上でご参加ください。

ご参加された方は、本規約に同意いただいたものとさせていただきます。 

 

本キャンペーンについて 

2021 年 11 月 19 日（金）に配信される『おそ松さん LIVE ～6 周年おめでとう！みんなで

グッズづくり～』の番組内で限定コラボギフト（500pt）を贈っていただいた方に対し、メ

ール（景品引換メール)でキャンペーンサイトの URL を送付し、同キャンペーンサイトか

らご応募いただいた応募者全員に、おそ松さん LIVE 限定のデジタルトレーディングカード

（NFT）をプレゼントするキャンペーン（以下、「本キャンペーン」といいます。）です。 

本キャンペーンは MonoLabo（株式会社 CDG）の主催で行うもので、Apple Inc.およびア

ップル関連会社、LVC 株式会社とは一切関係ありません。 

 

期間 

参加期間：2021 年 11 月 19 日（金）20:00～の『おそ松さん LIVE ～6 周年おめでとう！み

んなでグッズづくり～』生放送配信内 

応募期間（景品引換期間）：2021 年 12 月 10 日（金）の景品引換メール受信時~2021 年 12

月 16 日（木）23 時 59 分まで 

景品付与期間：2021 年 12 月 23 日（木）から順次デジタルトレーディングカード（NFT）

を付与 

 ※キャンペーンサイトでの応募後、後日デジタルトレーディングカード（NFT）が付与さ

れます。 

 

 

景品 

おそ松さん LIVE 限定デジタルトレーディングカード（NFT） 

※デジタルトレーディングカード（NFT）：全 18 種／シリアルナンバー付き動画 

※本景品の転売は一切禁止いたします。景品獲得の権利は本キャンペーン参加者ご本人様

のみ有効です。権利の譲渡（オークションでの転売を含む）等はできません。 

※本景品は LINE BITMAX Wallet「NFT マーケット」、その他第三者の運営する NFT マー

ケットプレイスを通じた出品・購入はできません。LINE BITMAX Wallet での送付は可能

です。 

  

 

参加／応募方法 



本キャンペーン内で行われる『おそ松さん LIVE ～6 周年おめでとう！みんなでグッズづく

り～』において、日本国に居住するニコニコアカウントをお持ちの方で、かつ、限定コラボ

ギフト（500pt）を贈っていただいた方を対象にご案内メール(景品引換メール)をお送りし

ます。 

 ※ご案内メール(景品引換メール)は、限定コラボギフトを購入した際にログインしていた

ニコニコアカウントに紐づくメールアドレス宛にお送りします。 

メール内にある本キャンペーン URL にアクセスするとシリアルコードが自動で入力されま

す。画面の指示に従って「応募する」ボタンを押すと本キャンペーンの応募が完了します。 

※応募時に本キャンペーンを開催する「MonoLabo」LINE 公式アカウントと「LINE で応

募 お知らせ」の LINE 公式アカウントが友だち追加され、タイムライン上で本キャンペー

ン情報のシェアが行われます。 

 

※デジタルトレーディングカード（NFT）の名称には、シリアルナンバーが記載されていま

す。本キャンペーン期間中に、応募いただき付与するデジタルトレーディングカード（NFT）

については、ランダムなナンバリングをして付与いたします。 

  

 

景品受け取りについて 

「LINE で応募 お知らせ」LINE 公式アカウントから景品獲得の通知が届き、自動的に LINE 

BITMAX Wallet へデジタルトレーディングカード（NFT）が付与されます。なお、景品の

付与は株式会社博報堂 DY メディアパートナーズが行い、2021 年 12 月 23 日（木）から順

次景品を付与いたします（景品付与完了までにはお時間をいただく場合があります）。 

 

デジタルトレーディングカード（NFT）を確認するには、LINE BITMAX Wallet のアイテ

ムタブからご確認ください。 

 

なお、LINE BITMAX Wallet の利用には、LINE BITMAX Wallet の利用規約に同意の上、

パスワードの設定が必要です。 

 

 

転売の禁止 

本景品の転売は一切禁止いたします。本景品獲得の権利は本キャンペーン参加者ご本人様

のみ有効です。権利の譲渡（オークションでの転売を含む）等はできません。 

※LINE BITMAX Wallet 内にある「アイテム」タブ内のコンテンツ閲覧画面に記載してお

ります「注意事項」には「NFT マーケットサービスを通じた出品・購入が可能」と記載し

ておりますが、本景品の転売は一切禁止されておりますので、ご注意ください。 



 

 

「LINE BITMAX Wallet」に関して 

LINE BITMAX Wallet は LVC 株式会社が提供するサービスです。 

LINE ログインが必要です。ログインには LINE にご登録のメールアドレスとパスワードが

必要です。 

システムメンテナンス等により、予告無く一時的にデジタルトレーディングカード（NFT）

が利用できない場合があります。 

デジタルトレーディングカード（NFT）獲得は LINE BITMAX Wallet アイテムタブでご確

認いただけます。 

デジタルトレーディングカード（NFT）は LVC 株式会社のサービスによって閲覧が可能に

なります。LVC 株式会社の定める利用規約に基づきご利用いただけます。 

 

NFT に関して 

「NFT」とは、ブロックチェーン上で発行されるアイテムのうち、アイテム自体に固有の値

や属性を持たせた代替性のないものをいいます。 

NFT を閲覧するためには、LINE BITMAX Wallet へ登録が必要です。具体的な手順につい

てはこちら（https://note.com/line_blockchain/n/n6aa0765fe51e#ckhb）をご覧ください。 

NFT は暗号資産には該当せず、LINE BITMAX Wallet で受け取ることが可能です。 

※本キャンペーンの景品は、LINE BITMAX Wallet サービス内における閲覧・送付のみが

可能であり、LVC 株式会社が開設する NFT マーケットサービスを通じた出品・購入はでき

ません。 

LINE BITMAX Wallet アカウントの利用については LVC 株式会社が定める LINE BITMAX 

Wallet サービス利用規約（https://terms2.line.me/BITMAX_Wallet_TOS）が適用されます。

ま た 、 LVC 株 式 会 社 に お け る 情 報 の 取 り 扱 い は 、 LVC プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

（https://terms2.line.me/lvc_privacypolicy）に従います。 

 

 

本コンテンツの利用に関して 

本コンテンツとは、おそ松さんのキャラクターを利用した「動画」をいい、本キャンペーン

において本コンテンツに対応する NFT を獲得されたお客さまは、本コンテンツを以下の範

囲で利用することができます。 

お客さまは、LINE BITMAX Wallet サービス内における閲覧・送付が可能であり、NFT マ

ーケットサービスを通じた出品・購入はできません。 

本コンテンツに係る著作権を含む知的財産権はお客さまに移転しません。 

お客さまは、本コンテンツにつき、複製、転載、改変等の行為をしてはなりません。 



お客さまの本コンテンツに対する上記利用権は、理由を問わず、LINE 公式アカウントおよ

び LINE BITMAX Wallet アカウントが削除された時点で消滅します。お客さまが誤ってア

カウントを削除した場合であっても、アカウントの復旧はできません。 

本コンテンツに対応する NFT は、株式会社ぴえろからライセンス許諾を受け、株式会社博

報堂 DY メディアパートナーズが提供するものです。 

利用規約についてはこちら（https://item.spexperts.jp/nft-terms/）からも、ご参照いただけ

ます。 

 

情報の取り扱い 

本キャンペーンは株式会社 CDG（以下、当社）が主催しています。本キャンペーンへの応

募状況等の情報は、LINE 株式会社および LINE 株式会社のテクノロジーパートナーとして

キャンペーンプラットフォームを提供している株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ

が取得し、本キャンペーンに関する通知及び利用状況の分析/調査のために利用します。ま

た、取得した情報は目的の範囲内で、実施期間及び終了後の景品手配等に必要な期間、LINE

株式会社および株式会社博報堂 DY メディアパートナーズから当社に提供されます。当社

は提供された情報を本キャンペーンの実施及び当社 LINE 公式アカウントからの同社製品

に関する情報のご案内に利用します。キャンペーンに応募することで本注意事項の同意を

得たものとしますのでご了承ください。 

景品は株式会社博報堂 DY メディアパートナーズにより LINE BITMAX Wallet に付与され

ます。 

景品を LINE BITMAX Wallet に付与するためには付与対象者の LINE BITMAX Wallet の

ウォレットアドレスが必要となり、景品付与に関する諸手続きおよびお問い合わせ対応の

ために、以下の提供を行います。ご同意いただける場合のみ、本キャンペーンにご参加くだ

さい。 

・当社は NFT 発行元である株式会社博報堂 DY メディアパートナーズを通じ、LVC 株式

会社および LINE Tech Plus Pte., Ltd.,（シンガポールに所在する LVC 株式会社の子会社）

に景品付与対象者のユーザ識別子を提供します。 

・LVC 株式会社および LINE Tech Plus Pte., Ltd.,は景品付与対象者のユーザ識別子を受領

し、景品付与対象者の LINE BITMAX Wallet のウォレットアドレスを特定し、NFT 発行元

へ提供されます。 

・景品は株式会社博報堂 DY メディアパートナーズにより LINE BITMAX Wallet に付与さ

れます。 

 

景品を LINE BITMAX Wallet に付与するためには、付与対象者の LINE BITMAX Wallet の

ウォレットアドレスが必要となります。 

 



 

注意事項 

本キャンペーンに参加される方は、本ページ記載内容をご確認いただき同意した上でご参

加ください。 

LINE アプリをダウンロードしたスマートフォン、および PC からご応募いただけます。フ

ィーチャーフォン(ガラケー)からのご応募はできません。 

15 歳未満のお客さまが本キャンペーンに参加し、利用者情報等を入力される場合には保護

者の方の同意のもとに行っていただけますようお願いいたします。 

本キャンペーンの応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。 

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。景品は、予告無く内容・仕様が変更になる場合があります。 

応募期間を過ぎた景品引換は無効となります。 

応募期間中、何回でもご応募いただけますが、1 つの応募用シリアルコードでの応募は 1 回

までとなります。 

景品獲得の権利は本キャンペーン参加者ご本人様のみ有効で、譲渡はできません。 

本キャンペーンの利用によるいかなるトラブル・損害（直接、間接の損害を問わず）が発生

したとしても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。 

「LINE で応募 お知らせ」LINE 公式アカウントから届くメッセージは再送いたしかねます

ので、保管等にはご注意ください。 

万が一「LINE で応募 お知らせ」アカウントから届くメッセージを削除してしまった場合

は、「LINE で応募」を再検索いただき、トーク下部にある「履歴をみる」欄よりご確認くだ

さい。 

「LINE で応募 お知らせ」LINE 公式アカウントから届くメッセージは、通知に数日お時間

をいただく場合がございます。 

インターネット通信料・接続料はお客さまの負担となります。 

ブラウザを「プライベートブラウズ」や「シークレットモード」にしている場合、あるいは

Cookie ブロックを設定している場合などは、ご応募いただけません。これらを解除してか

ら本キャンペーンにご応募ください。 

通信の際の接続トラブルにつきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。 

当社から送付するメール(景品引換メール)は「ccpm@precam.com」で届きます。 

メール受信設定をされている場合や、ドメイン指定受信・アドレス指定受信・パソコンから

のメール受信拒否・URL 付きメール受信拒否等の設定をされている場合には以下の指定ア

ドレスからのメールが届きません。 

メール受信設定を変更されている方は、指定アドレスからのメールが受信できるよう設定

をお願いいたします。 

 



<指定アドレス> 

・景品引換メール：ccpm@precam.com 

受信設定の方法につきましては、ご利用の携帯電話会社、通信会社等にお問合せください。 

メールの受信ができず、「景品引換メール」がお受取りできない場合には、参加を無効とさ

せていただきます。 

本キャンペーンへは、LINE のバージョンとご使用の端末の OS のバージョンを最新の状態

にした上で、ご応募ください。 

 

LINE 株式会社は、本キャンペーンのスポンサーではありません。 

LINE および LINE ロゴは、LINE 株式会社の登録商標です。 

本キャンペーンは、早期終了もしくは延⾧する可能性がございます。 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

おそ松さん LIVE 事務局 

メールアドレス：osomatsusan_live@cdg.co.jp 

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日・年末年始（2021/12/25（土）～2022/1/3（月））

を除く） 

事務局開設期間：2021/11/11(木)～2022/1/14(金) 

改訂日：2021 年 12 月 23 日 


