簡略化されたルール
日本のどの参加小売店*からのどの OPI 製品の購入にも有効です。 2022 年 5 月 1 日から 2022 年 6 月 15
日までの 1 回の取引で、参加小売業者*から 1 つ以上の参加 OPI 製品を購入し、Forza Horizon. 5 の OPI
Ford GT Livery または OPI Armor Coating のいずれかに引き換え可能なコードを受け取ります（特
典）。 1 世帯あたり 1 つの特典です。プロモーションには現金価値がなく、現金と引き換えることも、
以前の購入では無効であり、他のオファーや割引と組み合わせることはできません。参加時に 16 歳以上
の日本の合法居住者が参加できます。規約が適用されます。賞は一回のお使用にのみ有効です。プロモ
ーションは、在庫がなくなり次第終了し、レインチェック（後日順延チケット）は発行されません。対
象となる購入の領収書には、購入金額、日付、時刻、場所、購入した製品が明記されている必要があ
り、1 回のみ使用でき、プログラムの利用規約に従って 2022 年 6 月 30 日までに提出する必要がありま
す。禁止、課税、または制限されている場合は無効になります。参加している OPI 製品、提出方法、プ
ライバシーポリシーを含む完全な利用規約は https://japan.opixboxrewards.com/を参照してください。プ
ロモーションのオファーは、事前の書面による通知または同意なしにいつでも一時停止することが可能
です。スポンサー：Microsoft Corporation; One Microsoft Way、Redmond Washington、98052 および
Wella Operations US LLC; 4500 Park Granada、Calabasas、California91302。*参加小売業者：Amazon
および楽天

Microsoft Xbox OPI グローバルプロモーション（日本）
（”プロモーション”）
利用規約

プロモーション期間を通じて、参加時に 18 歳に達し、日本で有効な郵送先住所と有効
な電子メールアカウントを持っている日本の合法居住者にのみ提供されます。法律で禁
止されている、または法律で制限されている場合は無効です。ゲーム内コンテンツに
は、インターネットアクセス、FORZA HORIZON5 ゲーム/HALO INFINTE ゲーム（別
売り）、および XBOX アカウントが必要です。
Microsoft Corporation（”Microsoft”）および Wella Japan Limited（”OPI”）（総称して”主催者”）は、
Microsoft Xbox OPI グローバルプロモーション（日本）（”プロモーション”）を提供しています。プロモ
ーションにはこれらの利用規約（”利用規約”）が適用され、参加することにより、参加者（”参加者”）
は、最終的であり、あらゆる点で拘束力があるこれらの利用規約および主催者の決定に拘束されること
に同意します。このプロモーションは、日本標準時（Japan Standard Time - “JST”)）の 2022 年 5 月 2
日午前 12:01 に始まり、JST の 2022 年 5 月 31 日午後 11:59 に終了します（”プロモーション期間”）。
Microsoft のコンピューターは、このプロモーションに参加するための公式の計時装置です。
1.

資格：このプロモーションは、参加時に 18 歳である、日本の合法居住者であり、実際に日本国

居住している人を対象としています。法律で禁じられている地域では無効です。
2.
特典コードの取得方法：Forza Horizon 5 の OPIFordGTLivery または Halo Infinite の OPI Armor
Coating（各ゲーム、”ゲーム”）のいずれかに交換可能なコードを取得するには、参加者は別紙 A に記
載されているリストから最大 3500 円（TAX を除く）の対象 OPI 製品を日本の対象小売業者( “対象小売
業者”)か、プロモーション期間中に店頭またはオンラインで購入し（”対象となる購入”）一通の領収
書をもらい、その領収書の写真を撮ります。

参加者が ForzaHorizon5 の OPIFordGTLivery または HaloInfinite の OPIArmorCoating を利用するためのコ
ード（”特典コード”）を取得する唯一の方法は次のとおりです。
（a） ウェブサイト経由：https://japan.opixboxrewards.com/" \t "_blank（”ウェブサイ
ト”）にアクセスして、対象となる購入を含む適格購入の領収書の画像をアップロードし、必須フィール
ド（名前、生命、住所、市町村名郵便番号、電子メール、電話番号）に真実で正確な情報を入力して登
録フォームに記入し、受け取りたい特典コード（ForzaHorizon5 の OPIFordGTLivery または OPI Armor
Coating in Halo Infinite）を選択します。指示に従い、2022 年 6 月 15 日までに画像をアップロードして
ください。確認され次第、参加者は提供された電子メールアドレスに電子メールで特典コードを受け取
ります。

参加者は、2022 年 6 月 15 日までに特典コードで商品引き換えをしなければなりません。その日以降、
対象となる購入の領収書のアップロードは引き換えることができず、ウェブサイトは削除されます。参
加者は、在庫がある限り 1 つの特典コードの引き換えに制限されています。
特典コードの一部であっても偽造または不適切に複製された場合、または特典コードが他のゲームまた
はプロモーション（本主催者または第三者によって運営されているかどうかにかかわらず）からのもの
である場合、または一部が判読不能、損傷、または改ざんされている場合方法、または印刷、誤植、機
械的またはその他のエラーが含まれているか、または反映されている場合、特典コードは拒否され、無
効と見なされます。
3.
特典コードの引き換え方法：プロモーション期間中、参加者は https://www.xbox.com/ja-JP に
アクセスして、無料の Xbox アカウントを作成できます（まだ持っていない場合）。 Forza Horizon 5 の
特典コードを利用するには、参加者は www.microsoft.com/redeem にアクセスして Xbox アカウントに
ログインし、指示に従って特典コードを入力します。Halo Infinite の特典を利用するには、参加者は
http://www.halowaypoint.com/redeem にアクセスできます。参加者が特典コードの入力に成功する
と、これらの利用規約に従って、Forza Horizon 5 ゲームインベントリー内の OPI Ford GT Livery または
Halo Infinite ゲームインベントリーの OPI Armor Coating を受け取ります）。特典コードは 1 回のみ利用
でき、一度利用すると、利用中に使用された Xbox アカウントに関連付けられます。トークンを別の
Xbox アカウントに転送することはできず、代替は発行されないため、参加者は、引き換える前に正しい
Xbox アカウントにログインしていることを確認する必要があります。 OPI Ford GT Livery コードは、受
け取ったときに利用可能になり、車両はゲーム内でプレイ可能になります。 OPI アーマーコーティング
コードは、受け取ったときに利用可能になり、コーティングはゲーム内でプレイ可能になります。
注：特典コード、OPI Ford GT Livery、OPI Armor Coating は、金銭的価値と引き換えたり交換したりす
ることはできません。 OPI Ford GT Livery コンテンツと OPI Armor Coating コンテンツは、いつでも個
別に購入および/またはその他の景品として入手できる場合があります。
4.
特典コードと引き換えコードの制限：ここでは、時に応じて特典コードを個別に”コード”と呼ん
だり、まとめて”コード”と呼ぶ場合があります。各コードは 1 回のみ使用できます；（同じ参加者による
か、異なる参加者によるかを問わず）同じコードを再送信または再利用するその後の試みは無効になり
ます。コードは 2022 年 6 月 15 日までにウェブサイトから受信する必要があり、それ以降の有効な未使
用のコードは無効になります。コードの一部が偽造されているか、不適切に複製されている場合、また
はコードが他のゲームやプロモーションからのものである場合（当主催者または第三者によって運営さ
れているかどうかにかかわらず）、または一部が判読不能、損傷、または改ざんされている場合、また
は印刷、誤植、機械的またはその他のエラーが含まれている、または反映されている場合、コードは拒
否され、無効と見なされます。各参加者は、コード入力に関する主催者のそれぞれの決定が最終的で拘
束力があることを認め、同意します。参加者が特典コードの引き換えに問題を経験した場合は、
https://support.xbox.com/ja-JP/にアクセスしてください。
譲渡禁止：特典コードは、第三者に販売、取引、交換、譲渡、譲渡、共有したり、オンラインオークシ
ョンサイトを通じてオークションにかけたり、その他の方法で取得したり、本規約に記載されている方

法以外の方法で取得したりすることはできません。条件。特典コードは無効であり、許可された正当な
チャネルを通じて取得されない場合は拒否されます。
5.
コードの検証：すべてのコードは、参加者が OPI Ford GT Livery または OPI Armor Coating を受
け取る前に、マイクロソフトの独自の裁量で検証の対象となります。検証目的で不正防止検出デバイス
を使用することがあります。特典コードは、不正防止の検出手段に合格しなかった場合、またはマイク
ロソフトが独自の裁量で無許可あるいは不法に取得された（つまり、これらの利用規約に記載されてい
る以外の方法で）と判断した場合、これらには、このプロモーションで使用するためにマイクロソフト
が発行したものではない、無許可のメッセージ、コード、またはその他のマーキングが含まれている場
合、または印刷上の欠陥や機械的エラーがある場合、または間違って印刷されている、または判読不能
か白紙の場合は無効となります。いかなる理由に関わらず無効と見なされる特典コードに関連付けられ
ている場合、以下を含むがこれらに限定されない理由で、商品引き換えは有効ではありません。
（a）特典コードが、プロモーションでマイクロソフトによって正当に発行されたものとして検証または
認識されていない； （b）特典コードは、ここに記載されている場合を除き、以前に入力して使用した
ものと判断される；（c）特典コードが誤ってまたは不完全に入力または送信された場合；または（d）
特典コードが無効。各参加者は、主催者のそれぞれの決定が、特典コードの有効性に関する決定を含む
がこれに限定されない、プロモーションに関連するすべての事項において最終的で拘束力があり、決定
的であることに同意します。マイクロソフトは、無効な特典コードの所有者に対して一切の義務を負わ
ないものとします。主催者は、それぞれの独自の裁量により、義務を負うことなく、必要に応じて、供
給が続く間、判読できない特典コードをランダムに選択された 1 つの特典コードに置き換えることを選
択できます。主催者はそれぞれ、交換品を発行する前に、判読できない特典コードを検査および検査す
る権利を留保します。交換は、主催者のそれぞれの独自の裁量で発行されるものとし、これらの利用規
約に違反した場合は拒否される場合があります。上記で明示的に述べられている場合を除き、主催者
は、無効な特典コードに関して一切の責任または義務を負わないものとします。
6.
責任の制限：法律で除外できない責任を除き、マイクロソフト、OPI、およびそれぞれの関連会
社、親会社、子会社、販促参加パートナー、小売業者、販売代理店、広告および販促代理店、ウェブマ
スターおよび、販促の作成、デザイン、実行、制作、あるいは販促のフルフィルメントに携わるいかな
る会社（"販促会社”）に対して、下記の事項に関する責任または義務を負わないものとします。以下のい
ずれかの発生に関連に起因する技術的な問題または技術的な誤動作によって発生するウェブサイトのハ
ードウェアまたはソフトウェアのエラー；コンピューターの不具合、電話、ケーブル、衛星、ネットワ
ーク、電子、無線、インターネット接続、またはその他のオンライン通信の問題；インターネットサー
ビスプロバイダー、サーバー、ホスト、またはプロバイダーのエラーまたは制限、データ送信の文字化
け、あるいはデータ通信の不具合；電子メールの送信または受信の失敗；電子メールメッセージングの
送信の喪失、遅延、、または傍受；理由に関わらずウェブサイトまたはその他のウェブサイトの全部ま
たは一部にアクセスできないこと；インターネットまたはウェブサイトの通信渋滞、許可されていない
改ざん、ハッキング、盗難、ウイルス、バグ、ワームを含むがこれらに限定されない、プロモーション
の運営に対する許可されていない人間または非人間的な介入；またはプロモーションのあらゆる側面の
破壊、またはプロモーションに関連して使用される Xbox Live の紛失、誤カウント、誤った指示、アク
セス不能または利用不可；プロモーション期間中、マイクロソフトのそれぞれのウェブマスターが時々
当ウェブサイトまたは他のウェブサイトのメンテナンスを行う場合があり、それにより参加者はコード
を入力または利用できなくなる可能性があります。マイクロソフトおよび販促会社は、コードの誤植ま
たは印刷エラー、または参加者に被る可能性のある人身傷害または物的損害または損失を含むがこれら
に限定されない、ウェブサイトに含まれる不正確または不正確なデータについて責任を負いません。ま
たは、プロモーションへのオンライン参加、またはウェブサイトからの情報の使用またはダウンロード
に起因する、他人のコンピューター機器または携帯電話機器。ウェブサイトの使用はユーザー自身の責
任で行ってください。上記を制限することなく、ウェブサイト上のすべてのものは、商品

性、特定目的への適合性、または非侵害の黙示の保証を含むがこれらに限定されない、

明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証もなく“現状有姿”で提供されま
す。
7.
一般条件。プロモーションに参加することにより、参加者は次のことに同意するものとします。
（a）これらの利用規約、マイクロソフトによるこれらの利用規約の解釈、およびすべての点で最終的か
つ拘束力のあるマイクロソフトの決定に拘束されることに同意します。 （b）これらの利用規約の遵守を
認めます。 （c）該当するすべての連邦、州、および地方の法律、規則、規制を遵守することに同意しま
す。プロモーションが実行できない場合、または天災、戦争、自然災害、天候、テロ行為またはテロの
脅威、ストライキ、ロックアウト、労働争議、作業停止、火災、国事行為、コロナウイルス（COVID-19）
感染の大流行、その他の流行または医学的緊急事態、その他主催者の妥当なコントロールが及ばざる出
来事による遅延、中断、または失敗のためにコードを引き換えることができない場合、主催者は責任を
負いません。または主催者の合理的なコントロール外の他のイベント、コンピュータウイルスによる感
染、バグ、改ざん、不正介入、詐欺、技術的障害、または主催者の合理的な制御が及ばないその他の原
因を含むがこれらに限定されない、何らかの理由でプロモーションが計画どおりに実行できない場合、
マイクロソフトの独自の判断により、このプロモーションの管理、セキュリティ、公平性、完全性、ま
たは適切な行為を損なう、または影響を与えるものであり、マイクロソフトは独自の裁量により、プロ
モーションまたはその一部をキャンセル、終了、変更、または一時停止する権利を留保します。 プロモ
ーションまたはプロモーションの一部がプロモーションの終了日より前に終了または変更された場合、
時間の許す限り、通知が japan.opixboxrewards.com に掲載されます。 マイクロソフトは、プロモーショ
ン中に随時、このコンテストを変更および修正し、これらの利用規約を修正する権利を留保します。こ
れらの利用規約のいずれかの条項の無効性または執行不能性は、他の条項の有効性または執行可能性に
影響を与えません。 これらの利用規約のいずれかの条項が無効またはその他の方法で執行不能または違
法であると判断された場合、他の条項は引き続き有効であり、無効または違法な条項がここに含まれて
いないかのようにそれらの条件に従って解釈されます。主催者がこれらの利用規約のいずれかの条項を
施行しなかった場合でも、その条項の放棄するものではありません。参加者は、これらの利用規約のあ
いまいさを主張する権利を放棄することに同意します。見出しは参照の便宜のためだけのものであり、
文書またはその条項の意味または意図に影響を与えるとは見なされません。プロモーション関連の資料、
プライバシーポリシー、ウェブサイトの利用規約、および/またはこれらの利用規約の条項に含まれる開
示またはその他の声明の間に相違または矛盾がある場合は、利用規約が優先され、準拠し、不一致は、
主催者の単独かつ絶対的な裁量で解決されます。
8.
プライバシー：参加者が提出し、参加者のプロモーションへの参加に関連して主催者に代わって
Snipp Interactive、Inc.が収集したすべての情報は、マイクロソフトのウェブサイトでアクセス可能な利
用規約 https://www.microsoft.com/en-us/legal/terms-of-use に従うものとします。およびマイクロソフト
のプライバシーポリシーは、https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement で入手できます。プロ
モーションに参加し、マイクロソフトからの連絡を受け取ることをオプトインする（”マイクロソフトオ
プトイン参加者”）ことにより、マイクロソフトオプトイン参加者は、マイクロソフトがコードの償還と
ともに提出された個人情報を収集、使用、および開示することに同意するものとします（マイクロソフ
トのプライバシーポリシーに記載）。 特に、参加者のオプトインが提供する情報は、マイクロソフトと
その製品に関する会社の最新情報やお知らせを送信するために使用される場合があります。

9.
準拠法：すべての連邦、州、および地方の法律および規制が適用されます。法律で禁止されてい
る場合は無効になります。これらの利用規約の解釈、有効性、解釈、執行可能性、または本オファーに
関連する参加者と主催者の権利と義務に関するすべての問題と質問は、日本の法律に準拠し、それに従
って解釈されるものとします。
10
後援：このプロモーションはマイクロソフトコーポレーションが後援しています。 One
Microsoft Way、Redmond Washington、98052 および Wella Japan Limited; 3-20-2、西新宿東京オペラ
シティタワー28F 新宿区、160-0023 日本。

注：参加者は、自分が Microsoft と OPI に情報を提供していることを理解しています。応募者がオプトイ
ンした場合、提供された情報は、応募者の会社の最新情報と、Microsoft および OPI からの会社および製
品に関する発表を送信するためにのみ使用されます。
ゲームレーティングの開示：
Forza Horizon 5 の評価は CEROB：12 歳以上向けです。
Halo Infinite の評価は CEROD：17 歳以上以上向けです。
添付 ”A”
参加商品
対象製品の完全なリストについては、ここをクリックしてください。

