株式会社 KINTO( 以下、弊社 ) が主催する「KINTO CAMP

招待キャンペーン」( 以下、当該キャンペーン ) に応募いただく前に、本規約をよくお読み

いただき、同意の上応募ください。当該キャンペーンに応募された場合、本規約に同意いただいたものとみなします。万一、本規約に同意いただけな
い場合には、当該キャンペーンへの応募はご遠慮ください。弊社は、本規約の全部または一部をお客様に事前に通知することなく、任意に改定するこ
とができるものとします。その場合、改定の効力は、キャンペーンサイトに掲示した時点で生じるものとします。

1. 応募期間について

2020 年 9 月 23 日（水）10：00 〜 10 月 4 日（日）23：59

社会情勢、システム障害等その他やむを得ない事情により、予告なく当該キャンペーンを途中で中止、終了する場合があります。

2. KINTO CAMP 実施概要

当キャンペーンは「KINTO CAMP 」( 以下、当該イベント ) へのご招待キャンペーンとなります。
開催期間：2020 年 10 月 24 日（土）〜 10 月 25 日（日）

場所：ふもとっぱらキャンプ場（静岡県富士宮市麓 156）
チェックイン：24 日（土）9：00 〜 10：30（予定）

チェックアウト：25 日（日）10：00 〜 12：00（予定）
※小雨決行、荒天中止

当選者は 1 組大人 2 名様をご招待させていただきます。小学生以下のお子様は保護者同伴に限り参加無料です。中学生以上のご同伴者様は各コース規
定の追加費用でご参加いただけます。ご同伴者様は小学生以下を含み、最大 3 名様までとさせていただきます。ペットのご参加はご遠慮いただいてお
ります。

3. 賞品について

すべてのコースには食事付ご招待券が含まれます。

・1 組大人 2 名様のご招待
・駐車料金

・1 日目の夜および 2 日目の朝の食材 ( 人数分 ) ※キャンプ飯講座にて、ご自身で調理していただきます。
・各種アクティビティ参加（無料）

・デジタルデバイスレンタル（モバイルプロジェクター、アクションカメラなど）
賞品は下記 A 〜 C コースからお選びください。

A コース【レンタカー＋キャンプ用品レンタル＋食事付ご招待券】

レンタカー、キャンプ用品レンタル、食事付ご招待券がセットになったコースです。自動車未保有・キャンプ用品未保有の方向けのコースです。
ご同伴者様追加料金（中学生以上）：1 名につき 5,000 円
< 当選組数 >

5 組 10 名様

< 車両レンタル >

①ヴォクシー “MULTI UTILITY” presented by モデリスタ

1 組様

②ハイエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” presented by モデリスタ
③RAV4

3 組様

1 組様

※ご応募は 18 歳以上の普通自動車免許保持者に限ります。

※ヴォクシーおよびハイエースには外装ラッピング＆エアロパーツが装着されています。

※ガソリン代は満タンで貸出しますので、ご返却前に最寄りのガソリンスタンドで給油してください。その分の費用はご負担ください。
※当選後、車両の変更はいたしかねます。

※RAV4 は車種変更になる可能性がございます。

※高速代・有料道路の通行料その他移動にかかる費用は自己負担となります。

※車両レンタル・返却場所は当選された方と株式会社 KINTO の当選者窓口でお打ち合わせの上決定させていただきます。
車両引き渡し場所までの交通費は自己負担となります。

10 月 23 日（金）12 時以降の受け渡し、10 月 26 日（月）12 時までの返却予定です。延長分は実費精算となります。
レンタカーが加入している自動車任意保険の補償内容は以下のとおりです。

・対人：無制限

・対物：無制限（RAV4 は免責 5 万円）

・人身傷害：ヴォクシー・ハイエースは無制限、RAV4 は 1 名につき 3,000 万円まで
・車両損害：免責 5 万円
< キャンプ用品 >

各組 1 セット：テント、テーブル、ランタン、キャンプ飯の調理器具
人数分：チェア、快眠マット、寝袋

※会場でのレンタル、回収となります。

※セットの中身は変更となる可能性がございます。
※ご同伴者様分は追加料金に含まれます。

※その他必要な用品はお客様各自でご用意いただくようお願いいたします。
B コース【キャンプ用品レンタル＋食事付ご招待券】

キャンプ用品レンタル、食事付ご招待券がセットになったコースです。キャンプ用品未保有者の方向けのコースです。
ご同伴者様追加料金（中学生以上）：1 名につき 5,000 円
< 当選組数 >

10 組 20 名様
< キャンプ用品 >

キャンプ用品の内容は A コースと同じです。
C コース【食事付ご招待券】

食事付ご招待券をプレゼントするコースです。キャンプ経験者の方向けのコースです。キャンプ用品はご自身でご準備をお願いいたします。
ご同伴者様追加料金（中学生以上）：1 名につき 1,000 円
< 当選組数 >

15 組 30 名様
レンタル物（車両・キャンプ用品など）の扱いに関し、国内旅行傷害保険には弊社で加入いたしますが、事故・破損などがあった場合、修復料金・

免責費用などを自己負担していただく可能性がございます。レンタル物（車両・キャンプ用品など）の紛失・未返却があった場合、実費をご請求いた
します。ご用意予定車両や貸し出し場所は、破損や故障などのやむを得ない状況が生じた場合変更する可能性があります。

4. キャンペーン応募・抽選・当選について

「KINTO CAMP

招待キャンペーン」は株式会社 KINTO が運営します。

当選者は当選通知メール受信後にメール本文に記載されている株式会社 KINTO の当選者窓口とご調整いただきますので、メールおよび電話でのやり
取りの可能な方に限ります。

A 賞のレンタカーはオートマチック限定免許で運転できますが、運転に自信のない方はエントリーをご遠慮ください。

保険加入の都合上、運転者の免許証情報などをご提供いただきます。

応募は当該キャンペーン期間を通し、お 1 人様 1 回限り有効とさせていただき、重複での応募は 2 回目以降を無効とさせていただきます。

未成年の方は保護者の同意を得た上で当キャンペーンに応募ください。未成年の方が応募された場合は、保護者の同意を得ているものとみなします。
弊社の社員および当該キャンペーンの関係者の応募はできません。

暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力の方の応募はできません。

公序良俗に反する行為や、不正応募、明らかな商業行為・転売目的などが認められる場合には、弊社の判断で当選の権利を無効とさせていただきます。
当該キャンペーン賞品のご利用は日本国内に在住の方に限らせていただきます。

応募後、送付先のメールアドレス変更は承ることはできませんので、ご注意ください。

応募内容に不備・不正が認められた場合、当選者の住所・転居先が不明・長期不在、当選のご連絡が 3 日以内につかない場合、当選の権利を無効とさ
せていただきます。

イベント参加者の皆様には取材・撮影のご協力をお願いしております。取材・撮影内容は各種広告・宣伝物等に使用させていただく場合がございます。
同伴者含めご同意いただけない方は参加をご遠慮ください。車両の映り込み、ナンバープレートの映り込みも可能性がございます。
当選の権利は当選者ご本人のみに有効で、家族を含む第三者へ譲渡、あるいは換金または交換することはできません。
当選者の発表は、2020 年 10 月 5 日（月）以降、当選者への連絡をもってかえさせていただきます。
抽選や当落に関するお問合せ等はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
やむを得ない事情により、応募・抽選方法は予告なく変更となることがあります。

また、弊社の故意または重過失なくして当選権利の行使できない場合、弊社は損害賠償をいたしかねます。

新型コロナウイルスによる移動の制限等が発生した場合、または弊社が安全を確保できないと判断した場合は、キャンペーンを中止させていただく場
合がございます。

KINTO 特設ページ上にてお知らせをさせていただきます。

台風、地震、火災、大雪などの不可抗力や天災やその他やむを得ない事情によりキャンセルとなることがございます。

5. 貸出車両利用にあたっての誓約事項について（A コースご希望の方）

以下の誓約事項を了承・確約いただけない方については、弊社の判断で当選の権利を無効とさせていただく場合がございます。

・道路運送法その他関係法令を遵守し安全運転に努めるとともに、車両使用時には適法な駐車場所を確保し、責任をもって保管します。

・借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出

頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する（以下「違反処理」という）
ものとします。

・借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、弊社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用（以

下「探索費用」という）を負担した場合、又は弊社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用（以下「車両管理費用」という）を負担した場合は、
借受人は、弊社が指定する期日までに、次に掲げる費用を弊社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額

(2) 弊社が別に定める駐車違反違約金（上記 (1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という）

(3) 探索費用及び車両管理費用

・車両使用前には、道路運送車両法第 47 条の２の日常点検整備を実施するとともに善良なる管理者の注意義務をもって使用、保管します。
・車両の使用・保管等に起因して貸出者または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。

・車両の係わる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理し、自らの責任において
事故の解決に努めます。

(1) 直ちに事故の状況等を貴社に報告します。

(2) 当該事故に関し、保険会社が必要とする書類または証拠となるものを提出します。

(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、あらかじめ KINTO の承諾を受けます。
(4) 車両の修理は、特に理由のある場合を除き、業務委託先指定の工場で行います。

・返却日時を厳守します。また、万一、止むを得ない事情で返却日時内に車両を返却できないときは、必ず事前にその旨を株式会社 KINTO の当選者窓
口へ連絡し、了解を得ます。

・返却にあたっては給油を満タンにした上で返却します。
・車両の使用にあたり、次の行為はしません。

(1) 自動車競技会等への参加、サーキット走行、及び他車の牽引または後押し

(4) 飲酒 ( 前夜の飲酒影響 ) 及び風邪薬等の眠気を誘発する薬を服用しての使用

(2) 車両の改造

・借受人および運転者は、現在、次のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団準構成員

(6) その他上記 (1) 〜 (5) に準ずる者

(4) 暴力団関係企業

(3) 第三者への貸与、又は担保の目的とすること

(5) ペットの乗車

(6) 喫煙（含む電子タバコ）

(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

・上記の約束に違反した場合には、ただちに車両を返却するとともに、それにより KINTO に生じた損害を賠償します。

・借受人及び運転者は、車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び KINTO が当該
記録情報を下記の目的で利用することに同意します。

(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため

(2) 車両の管理または本件契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため

(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため

6. イベントについて

「KINTO CAMP」は株式会社 KINTO で運営します。

当日は KINTO が用意する各種イベントアクティビティがございます。自由参加となりますが、積極的にご参加いただける方のみご応募ください。

本イベントは屋外でのキャンプイベントとなります。降雨、悪天候などにより、気温がかなり低下することもありますので、防寒具、レインウェアを
用意するなど、防寒・雨天対策は各自行ってください。

テントの設置可能場所は、会場内スタッフにより指定させていただきます。会場内に、入浴施設はございません。

会場内外において、係員の指示に従わない方、他の来場者への迷惑行為を行う方は強制的に退場していただきます。

キャンプ場内への花火等の火薬類、法律で禁止されている物や危険物の持ち込みは禁止します。その他、法律で禁止されている行為（薬物・暴力など）
が発覚した場合には、身柄を警察に引き渡し、損害賠償を請求します。
18 時以降の車両移動はできません。

その他キャンプ場の利用に関して、ふもとっぱらキャンプ場の注意事項に従い行動してください。

新型コロナウイルスによる移動の制限等が発生した場合、または弊社が安全を確保できないと判断した場合は、イベントを中止させていただく場合が
ございます。

KINTO 特設ページ上および当選者の方へメールにてお知らせをさせていただきます。

台風、地震、火災、大雪などの不可抗力や天災やその他や無得ない事情によりキャンセルとなることがございます。

天候などやむを得ない事情によるイベント中止の場合、前日および当日のイベント開催までに判断ができる場合はメールにてご連絡、イベント開催中
はその場で中止のご連絡をさせていただきます。

イベント 2 日間を履行できなかった場合、ご同伴者様の参加料金はすべて返却いたします。ただし、移動にかかった交通費などその他の費用は補償い
たしません。

< 各種保険について >

ご参加者には国内旅行傷害保険を KINTO 負担にて加入いたします。
保険期間は 2020 年 10 月 24 日（土）〜 10 月 25 日（日）です。
保険の内容は以下の通りです。

・死亡 / 後遺障害保険金額：950 万円
・入院保険金日額：4,500 円

・手術保険金：①入院中：入院保険金日額の 10 倍
・通院保険金日額：3,000 円

②入院中以外：入院保険金日額の 5 倍

・賠償責任保険金額：3,000 万円（免責金額 0 円）

・携行品損害保険金額：25 万円（免責金額 1 事故 3,000 円）
・救援者費用等保険金額：200 万円

< 新型コロナウイルス感染対策について >

イベント開催にあたり、会場準備 / イベント当日 / 会場撤収における、お客様およびイベントに携わるすべてのスタッフへの感染リスクを軽減、安全
を確保するために新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底いたします。下記に記載します感染予防対策は、内閣官房が 2020 年 9 月 11 日に発表し

た「 11 月末までの催物の開催制限等について」および静岡県が 2020 年 7 月 10 日に策定した「静岡県イベント開催における感染防止方針」に準じる
ものです。飲食物の提供に関しましては、一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会が 2020 年 5 月 14 日に
策定した「日本フードサービス協会” 外食業の事業継続のためのガイドライン”」に準じ、野外開催という実態に即したものへと補足・保管したもの
を対策・方針として順守いたします。宿泊に関しましては、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会 、全日本シティホテル連盟 が

2020 年 5 月 14 日に策定した「 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１版）」に準じ、野外開催という実態に即したものへと補
足・保管したものを対策・方針として順守いたします。
会場内の対策

・受付時および翌日の朝に消毒、検温、体調チェックをお願いさせていただく。スタッフ含め、全員が実施をする。
・検温は非接触型のものを使用する。

・来場者の個人情報取得し、保健所等の公的期間へ提供されることを周知、感染対策へのご協力も含めて同意をいただく。
・手洗い場所および会場各所にアルコール消毒液の設置を行う。

・各種受付や食材提供場所など対面の可能性が生じる場所では、飛沫防止対策を行う。

・共用部分清掃を徹底し、多数の人が触れる箇所は定期的にアルコール消毒薬で清拭する。
・各種レンタル品はスタッフによる消毒後にレンタルを行う。

・テントサイト間の距離はスタッフにより指示し、十分な距離を確保する。
・各アトラクションは予約制もしくは十分な距離を保ち、実施する。

・テント組み立て講座およびキャンプ飯講座はオンライン配信にて行う。
・テントサイト間の行き来は原則禁止とする。
・金銭授受はキャッシュトレイを使用する。

・チェックイン・アウト時などは順番待ちなどが発生する場面では、各人が一定間隔をあけ、密にならないようにスタッフが誘導を行う。
・ゴミは各テントサイトで密閉し、回収する。
食事について

・調理・食事は基本各テントサイトにて行う。焚火 Bar での飲食時は、周りの参加者と十分な距離を確保する。
・調理時は手洗い・うがい・消毒を行い、マスクの着用を徹底する。
・調理後、個々の皿に取り分けて食事を行うよう協力を呼びかける。
・食材および軽食の提供は従業員が配分し、個々に提供する。

・食材提供場所で扱う食品・ドリンクは利用者の飛沫がかからないように保護する。トング等は頻繁に消毒若しくは交換するか、または手袋の着用を
促す。

・手や口が触れるようなもの（コップ、箸など）は、適切に洗浄及び消毒する又は使い捨てにするなど対応を図る。
スタッフの対策

・イベント初日から遡って過去 14 日以内に海外への渡航歴のある場合、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者と濃厚接触がある、または同
居家族や身近な知人が疑われる場合、37.5 度以上の体温が検知された場合、症状がある場合は不参加とする。

・飲食時以外、常にマスクを装着する。特に来場者と接触する場合、細心の注意をはらう。
・こまめな手洗いうがいを徹底する。

・食事提供時は手洗い・うがい・消毒を徹底し、マスク・手袋を装着した上で行う。
・スタッフの食事および休憩の際も、一定距離の確保しこまめな消毒を徹底する。
・特に食品を扱う者の健康管理と衛生管理を徹底する。
来場者の皆様へのお願い

・イベント初日から遡って過去 14 日以内に海外への渡航歴のある場合はご来場をお断りさせていただきます。

・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者と濃厚接触がある、または同居家族や身近な知人が疑われる場合はご来場をお断りさせていただきま
す。

・来場者全員に検温を実施いたします。37.5 度以上の体温が検知された際は入場をお断りさせていただきます。体調が優れない場合は参加をご遠慮い
ただきますよう、お願いいたします。

・マスクはご持参ください。ご自身のキャンプサイト以外では、極力マスクの着用をお願いいたします。
・会場内各所に消毒液を配置しますが、個々でもご持参をお願いいたします。
・感染防止のため、こまめな手洗い、うがいを行ってください。

・テント間のディスタンスは確保しますが、イベント参加中個々のソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。

・料理コンテンツは各テント実施、各参加コンテンツは予約制とするなど、なるべく人の密を避けるように運営いたします。
・イベント中は大声を出さないよう、ご協力をお願いいたします。

・来場時、新型コロナウイルス感染症防止対策に関する承諾の確認、感染症発生時の追跡にともなう氏名・住所などを登録する内容の同意書にサイン
をいただきます。

感染が疑われる者が発生した場合

・万一、発熱や呼吸困難けん怠感など感染の疑われる参加者がいる場合、テント内または車内で待機のうえマスク着用をお願いし外に出ないようにお
願いする。（同行者も同様）

・その来場者の対応をするスタッフも限定する。対応時にはマスクを着用する 。

・保健所の「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、感染の疑いのある来場者の状況や症状を伝え、その後は保健所からの指示に従う。
・当日の参加者名簿を確認し、保健所への提出に備える 。他の参加者への情報提供は、保健所の指示に従う 。

7. 個人情報の取扱いについて

お預かりした個人情報は、当キャンペーン当選の通知、賞品送付および賞品送付に伴う連絡、イベント運営に必要な範囲で利用させていただきます。
車両レンタルおよび保険加入、感染症による情報開示依頼があった場合、関連会社に情報提供をさせていただきます。また、弊社ならびに関係会社に
て、商品・サービスやキャンペーンに関するご案内 ( ダイレクトメール、メールマガジン、お電話等 ) や、リターゲティング広告等の各種 Web 広告

の配信・表示や、個人を特定しない形でのサービス向上のための統計データとして利用させていただきます。上記以外で、個人情報をお客様の同意な
しに第三者提供することはありません。ただし、法令に基づいて開示請求された場合はこの限りではありません。個人情報等の利用目的の通知、個人

情報の開示、訂正、追加または削除および利用停止、消去または第三者への提供の拒否権に関するご請求は、適切に対応いたします。当該キャンペー

ンおよびイベントに関する個人情報の取扱いに関しては、弊社のプライバシーポリシー「個人情報の取扱いについて（https://kinto-jp.com/privacy/）」
に準拠します。

8. 免責事項について

当該キャンペーン実施においては、細心の注意を払って情報を掲載していますが、弊社は、すべての事項について、その完全性、正確性、安全性、有
用性等について、いかなる保証も行うものではありません。イベント内外で発生した傷病、事故、盗難などは、主催者・会場・出演者は一切責任を負

いません。新型コロナウイルスの感染防止に関しまして、考え得る最大限の対策を行いますが、万が一感染した場合も弊社は責任を負いません。また、
応募者または第三者が被った以下の事例により発生した損害については、弊社は責任を負いません。

・当該キャンペーンへの応募に際して、ソフトウェア・ハードウェア上の事故、火災、停電、通信環境の悪化、地震、事変等の不可抗力による事象が
発生した場合。

・当該キャンペーンにおけるシステムの保守を定期的あるいは緊急に行う場合。
・応募者間または応募者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。

・第三者による当該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。
・弊社が推奨する環境以外から当該キャンペーンに応募したために、当該キャンペーンの情報を完全に取得できなかった場合。
・故意または重過失なくして、弊社が提供する当該キャンペーンの情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場合。

9. お問合せ KINTO

カスタマーセンター 0120-075-910（受付時間 9:00〜18:00 年中無休

※年末年始を除く）

