
 

 
 

カタルーニャ観光局  ＆フットボールクラブバルセロナ 

FC バルセロナ サマーツアー 

08.07.2019 
 
 
 

法的根拠 

“伝説のバルサファンコンテスト - 日本ツアー”  

 “Legendary Barça Fans-伝説的バルサファンのチャレンジのコンテストに参加することで

FC バルセロナのユニフォーム、日本での FC バルセロナツアーの試合のダブルチケット、

および/またはカタルーニャへの旅行を獲得”  

(-スポーツシーズン 2018-2019)  

 

規定 第１章 章総 

 

El FÚTBOL CLUB BARCELONA, 住所： la calle Arístides Maillol, s/n, 09028 de Barcelona 、

CIF： nº G-08.266.298 (以下、「FC バルセロナ」または「クラブ」という。) と、la 

AGENCIA CATALANA DE TURISMO、住所：Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz) 08008 

de Barcelona 、NIF： nº S-0800470-G (以下、「カタルーニャ観光局」という)は、共同で 

(以下、両者を示すとき「プロモーター」という) 「伝説的バルサファン」と呼ばれる宣伝

活動を行い、日本に居住する全ての参加者の間でコンテスト(以下、「コンテスト」という)

を開催し、更にコンテストの参加者全てを対象とし、カタルーニャ旅行の抽選(以下、「抽

選)という)を実施します。  

 

上記の活動を実行するために、両者は、FC バルセロナとカタルーニャ観光局が、コンテス

トと抽選のプロモーターとして、現規約に定められた条件に基づいて組織することに同意

しました。 

 

活動の参加のしくみと運用に関しては、以下のようなコミュニケーション資産において宣

伝およびプロモーションされます。 



 

- FCバルセロナ：公式ウェブサイト (www.fcbarcelona.jp) および、ソーシャルネッ

トワーク (https://www.facebook.com/fcbarcelona)、 

(https://twitter.com/FCBarcelona_es) またはライン . 

- カタルーニャ観光局：公式ウェブサイト (http://act.gencat.cat/) および、ソーシャル

ネットワーク(https://www.facebook.com/catalunyaexperience),、

(https://twitter.com/turismecat) 、 (https://www.instagram.com/gencat/). 

 

コンテストに参加した全員の中から、規定第 5 章（コンテストのメカニズム）に定められ

た通り、3つのチャレンジの各活動の中から以下のように勝者が選ばれます。 

- “[チャレンジ 1: カラオケ]” からは、7月 23日東京で開催されるチェルシー対バル

サの試合入場券 4枚を賞品として獲得する受賞者が 1名選ばれます。 

- “[チャレンジ 2: 振り付け]”からは、7月 27日神戸で開催されるヴィッセル神戸対

バルサの試合入場券 4枚を賞品として獲得する受賞者が 1名選ばれます。 

- “[チャレンジ 3: セルフィー]” からは、FC バルセロナのトップチーム選手のサイ

ン入りユニフォーム 2019/20 シーズン版 1 枚を賞品として獲得する受賞者が 2 名選

ばれます。  

 

 “[カタルーニャ旅行]”. 更に、コンクールの 3 つのチャレンジ参加者全員の中から、公証

人のもと抽選で、規定第 6 章 （抽選のメカニズム）に定められた通り、カタルーニャ旅

行 2名様の旅の当選者が 1名選ばれます。 

 

規定 第 2章 参加および規約公開期間 

 

参加期間は以下の通り：  

“[チャレンジ 1: カラオケ]” は、2019 年 7 月 15 日に開始、2019 年 7 月 19 日 23:59 

（UTC+2:00）に終了。  

 “[チャレンジ 2: 振り付け]” は、2019 年 7 月 15 日に開始、2019 年 7 月 24 日 23:59 

（UTC+2:00）に終了。  

“[チャレンジ 3: セルフィー]”は、2019 年 7 月 15 日に開始、2019 年 7 月 27 日 23:59 

（UTC+2:00）に終了。  

2019年 7月 15日から 2019年 7月 27日 23:59 （UTC+2:00）の間に 3つのチャレンジのた

めのコンテンツを送った全ての参加者が、カタルーニャ旅行 2 名様の旅を受賞する対象者

となります。 

https://www.facebook.com/fcbarcelona
https://twitter.com/FCBarcelona_es
http://act.gencat.cat/
https://www.facebook.com/catalunyaexperience
https://twitter.com/turismecat
https://www.instagram.com/gencat/


 

これらの規定の公開は、参加者全員に参加のメカニズム、アクションの操作、それぞれの

チャレンジの勝者の決議、公証人のもとでの 2 名様の旅の抽選の結果などを知らせるため

に、CLUBの公式ウェブサイト www.fcbarcelona.jpで行われます。 

 

抽選は全てのチャレンジ参加者の中から 2019年 7月 28日に行われます。  

 

 

規定 第 3章 個人情報使用承認 

第 3.1.条  取り扱い責任者 

 

コンテストに参加し、その後の懸賞に参加することで、あなたの個人データは以下によっ

て取り扱われます: 

(a)  FC BARCELONA、 住所：calle Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona、NIF： G-

08266298 

(b) La AGENCIA CATALANA DE TURISMO、住所：Passeig de Gràcia, 105 (Torre 

Muñoz) 08008 de Barcelona  
 

第 3.2.条  目的 

 

提供されたデータは、賞品のいずれかを取得した場合に提供するものも含めて、以下の目

的で扱われます。： 

 

 コンテストと抽選への参加を管理する 

 提案されたチャレンジのため作られたビデオ、画像や公開文などを視覚化する  

 抽選を実施する  

受賞者となった場合、あなたのデータはコミュニケーションと賞品の配達管理、必要な場

合には、それにより起こりうる財政的影響を管理、そして賞品の配達から生じるいかなる

法的義務をも遵守するために扱われます。同様に、連絡先データは、参加者に連絡したり、

コンテストや抽選に関連するあらゆるアクティビティーや宣伝活動において、名前、姓や

写真を使用されますが、この使用は、獲得した賞品の提供を除き、いかなる報酬または利

益の権利も付与するものではありません。この目的のために、FC バルセロナおよびカタル

ーニャ観光局は、賞品を受け取るための必要条件としてすべての受賞者に権利を譲渡する

ための文書を配布し、その文書内容は賞品の配達前に提出されます。  



 

第 3.3.条 データー管理 

データは、FC バルセロナおよびカタルーニャ観光局の特定の活動を行うサービスプロバイ

ダーを除き、第三者に譲渡、販売、貸与、または他の方法で利用可能にすることはありま

せんが、しかし、いかなる場合もそれらのプロバイダーが彼ら自身の目的のためにデータ

を扱うことはありません。以下の第 4 条に示されているように、これらのプロバイダーの

中には欧州連合外にある場合もあります。 

 

上記にかかわらず、あなたはそのデータが法的組織や機関によって要求され、それらを伝

達する法的義務がある場合には、そのデータが組織機関当局に伝達されるかもしれないこ

とを知らされています。 

 

第 3.4.条    国際トランスファー 

 

FC バルセロナとカタルーニャ観光局には、EU 外からサービスを提供する国際的なプロバ

イダーを使用している場合があります。そのため、参加者のデータは欧州連合または欧州

経済地域外で処理される可能性があります。 

 

いずれの場合にも、プロモーターはこれらのデータ処理が常に適切な保証で保護されるこ

とを保証し、それには以下の内容が含まれます。： 

 

-  EUに承認された標準的契約条項：これらは処理が欧州のデータ保護規制によって

定められた要件に準拠していることを保証するのに十分な保証を提供すると、欧州

の規制当局によって承認された契約。 

- サードパーティ認定：例えば、プライバシーシールド、欧州のデータ保護規則の

要件に従ってデータ処理のための標準化されたフレームワークを確立するため EU

と米国の間のフレームワーク協定。. 

 

  



 

第 3.5.条  取り扱い期間 

 

あなたが私たちに提供するすべてのデータは、コンテストおよび抽選の実施中の期間に取

り扱われます。 

 

受賞者になった場合は、配達と管理に関するあなたのデータは賞が配達されるまで扱われ

ますが、そしてその期間が過ぎた後、現行の規則に従って適用可能な制限期間の満了まで

その法的義務を遵守することおよび／またはそれから生じる法的措置に対処するために適

切にブロックされます。画像の権利の譲渡に関しては、保存期間は規定第 11 章で定められ

た権利の譲渡の期間が適用されます。 

 

 

第 3.6.条 権利の行使 

 

あなたはいつでもあなたは上記の取り扱いのいずれかへの同意を取り消すことができます。 

 

同様に、またはこの規約の冒頭に記載されているアドレスまたは以下の E メールアドレス

宛で 2 つのプロモーターのいずれかに対する書面による通信をすることにより、アクセス、

修正、削除、異議、制限または可搬性の権利を行使できます。 

 FCバルセロナ：  proteccio.dades@fcbarcelona.cat 

 カタルーニャ観光局： info.act.sea@gencat.cat 

 

我々あなたの個人データを処理する方法について疑問、質問、または苦情がある場合は、

必要に応じて、以下の電子メールアドレスを使用して、プロモーターのデータ保護委任者

に連絡することができます。： 

 

 FCバルセロナ： dpo@fcbarcelona.cat 

 カタルーニャ観光局：info.act.sea@gencat.cat 

 
 

規定 第 4章 参加のメカニズム  

 

参加に興味のある全ての人に対する参加の仕組みとして、FC バルセロナのソシオで有る無

しに関わらず、以下に詳述されている要件を満たす必要があります：  

a) 参加者は、法定年齢で成人であり、日本に居住している必要があります。 

mailto:proteccio.dades@fcbarcelona.cat
mailto:dpo@fcbarcelona.cat


 

b) プロモーションのチャレンジでの指定に対応する写真またはビデオを、ハッシュタグ

#LegendaryBarcaFans を使用して、Instagram のフィードまたは Twitter にアップロードし

て参加してください。 

c) Instagramストーリー形式のエントリは無効になります。 

d) 参加者 1 人あたりの参加制限はありません。従って、各ユーザーは必要と思うだけの数

のパブリケーションをアップロードできます。 

e) 現規約に述べ示されている通り、全ての参加作品に対して、作られている言語に関係な

く、単一のファイルが作成されます。 

f) コミュニケーション言語は、参加者が選択したオプションに応じて、（i）日本語、（ii）

スペイン語、（iii）英語になります。.  

 

 

規定 第 5章 コンテストのメカニズム 

 

 a) 各課題に参加する参加者が、1 人の参加者のみである場合、これが自動的に勝者のステ

ータスを獲得するため、勝者の選択をする必要はありません。 したがって、この人物に

は、事前の選択をすることなく、直接賞が授与されます。チャレンジのいずれかに誰も参

加していない場合、カタルーニャ観光局と FC Barcelonaは上記の賞品を配布しない権利を

留保します。 

b) そうでない場合は、受賞者と補欠をクラブとカタルーニャ観光局内部で組織された審査

員が、この規約の目的とする活動に正しく参加している参加者の中から選び、以下が選出

されます： 

-  “[チャレンジ 1: カラオケ]” からは、7 月 23 日東京で開催されるチェルシー対バ

ルサの試合入場券 4枚を賞品として獲得する受賞者が 1名選ばれます。 

- “[チャレンジ 2: 振り付け]”からは、7月 27日神戸で開催されるヴィッセル神戸対

バルサの試合入場券 4枚を賞品として獲得する受賞者が 1名選ばれます。 

- “[チャレンジ 3: セルフィー]” からは、FC バルセロナのトップチーム選手のサイ

ン入りユニフォーム 2019/20 シーズン版 1 枚を賞品として獲得する受賞者が 2 名選

ばれます。  

ここで述べた賞品は FCバルセロナによって提供されます。 

 



 

 h) コンテストの結果は、Instagramまたは Twitterの DMを介して勝者に伝えられます。必

要に応じて、E メールアドレスを尋ねられ、この通達目的のため、また賞品の配達と受け

取りのロジスティクスに関する情報提供などのためにのみ使用されます。 

  

i) 本コンテストに参加することにより、参加者は、（i）現規約、（ii）コンテストに勝った

場合には、Instagram または Twitter を介して CLUB から参加プロフィールに DM を送るこ

とを明示的に受諾する。この連絡はコンテスト実施の翌週中に行われます。最初の連絡の

瞬間から何らかの理由または FC バルセロナ外の状況によって 24 時間以内に当選者に連絡

が取れない場合、勝者は賞品に対する権利を失い、最初の補欠に授与され、以後同様とな

ります。  

j) 賞品を獲得した受賞者は、その賞品受取の文書に署名することによってそれを受け取ら

なければなりません。 さらに、賞品の配送物流および前述の賞品受け取りに関しては、FC 

バルセロナの指示に厳密に従う必要があります。  

 

規定 第 6章 抽選のメカニズム 

コンテストの参加者全員の中から、カタルーニャ観光局によって提供されるカタルーニャ

旅行 2名様の旅の当選者 1名が抽選されます。抽選のメカニズムは以下の通りです： 

 

a) 参加者が誰もいない場合は、抽選を開催する必要はありません。この抽選は自動的にキ

ャンセルされます。 

b) 活動に参加する参加者が 1 人だけの場合は、参加者が自動的に勝者のステータスを持つ

ため、抽選を実行する必要はありません。したがって、この人は抽選の必要なしに、直接

それぞれの賞を授与されます。 それ以外の場合は、現在の規約の目的活動に正しく登録し

た参加者の間のみで抽選を行う必要があります。したがって、活動に正しく登録されてい

ない参加者は抽選から除外されます。 

d)全ての参加者に連続した番号範囲（例：1 から 50）を持たせるために、参加順に従って

連続番号が割り当てられます。 

e) 抽選は、実施された場合、コンピューターシステムを介して、活動に正しく登録した参

加者に割り当てられた番号のうち、無作為に選択されたコンピューターの数字の組み合わ

せからランダムに 11 個の番号を選択します。 最初の人は「勝者」、残りの 10 人は「補

欠」の状態になります。  

f) 抽選は、2019年 7月 29日に、公証人の前で行われます。  

g) 抽選が行われたら、公証人は、当選者及び補欠の参加識別番頭（抽選番号）が記録され

た議事録を作成します。  



 

h) 抽選の結果は、活動参加時に賞品配達の目的などのため提供された E メールによる連絡

によって、賞品の回収のための物流に関する情報と共に、カタルーニャ観光局から当選し

た参加者に通達されます。   

i) この活動に参加することにより、成人である参加者は(i) この規約および、(ii) 当選者とな

った場合には、参加を目的とし、あらゆる目的のために、プロモーターからコミュニケー

ションや条件の通知などの証明の手段として提供された E-メール宛にカタルーニャ観光局

から FCバルセロナへのコピー添付され送信されるメールを受け取ることを、明示的に承諾

します。この連絡は抽選の翌週中に行われます。. 最初の連絡の瞬間から何らかの理由また

は FC バルセロナ外の状況によって 24 時間以内に当選者に連絡が取れない場合、勝者は賞

品に対する権利を失い、最初の補欠に授与され、以後同様となります。  

j) 賞を勝ち取った参加者は、賞の受諾を宣言するか、賞を放棄しなければなりません。受

諾の場合は、プロモーターから提供される物流に関する指示、そして賞の受け取りに関す

る指示を厳密に守る必要があります。 

 

規定 第７章 賞品  

 

7.1. コンテストの賞品 

 

コンテストのさまざまなチャレンジの賞品は、FC バルセロナが全責任をもって提供されま

す。 

 

勝者は、参加したチャレンジに応じて、以下が賞品として授与されます： 

(c)  “[チャレンジ 1: カラオケ]” からは、7 月 23 日東京で開催されるチェルシー対バ

ルサの試合入場券 2枚を賞品として獲得する受賞者が 1名選ばれます。 

(d) “[チャレンジ 2: 振り付け]”からは、7月 27日神戸で開催されるヴィッセル神戸対

バルサの試合入場券 2枚を賞品として獲得する受賞者が 1名選ばれます。 

(e) “[チャレンジ 3: セルフィー]” からは、FC バルセロナのトップチーム選手のサイ

ン入りユニフォーム 2019/20 シーズン版 1 枚を賞品として獲得する受賞者が 2 名選

ばれます。  

 

7.2. 抽選の賞品 

 

抽選の賞品はカタルーニャ観光局が全責任をもって提供します。 

 



 

すべての参加者は、カタルーニャ旅行お 2名様の旅の当選者 1名を選ぶための公証人の

前における抽選に参加します。 

3つのチャレンジの全ての参加者の中から、カタルーニャ旅行お 2名様の旅が 1名に与

えられます。  

 

往復航空券、宿泊（宿泊及び朝食）と交通機関  

-カタルーニャ観光局と FCバルセロナが指定する日程の東京の空港からバル

セロナ空港への往復航空券 2枚  

- 4日または 5日間（カタルーニャ観光局と FCバルセロナによって決定され

る）の滞在（朝食込み） 

-勝者と同行者のための、バルセロナからカタルーニャの主要都市の１つ

（カタルーニャ観光局および/または FC Barcelonaによって決定される予

定）への交通 

- 定期試合の入場券 2枚。試合の選択は、勝者にチケットを提供する FCバ

ルセロナが選択。  

 

 

7.3. 賞品の放棄 

当選者がその賞への権利を放棄または喪失した場合、それらは補欠に割り当てられます。 

 

規定 第 8章 賞の受諾 

 

本コンテストおよび抽選の各賞を授与された成人参加者は、InstagramまたはTwitterのDM

を通じて、受賞者としてのステータスを知らされた後、配達の前、そして、その賞品受け

取りの前に、獲得した（i）その賞品の受諾または（ii）賞品の授与を放棄したことを明白に

示す回答をする必要があります。  

a) 受諾の場合、コンテストの場合は FC バルセロナが、抽選の場合はカタルーニャ観光局

が当選者に提示し、FC バルセロナまたはカタルーニャ観光局に対し、該当する賞品に関す

る主張や要求が何もないと宣言して、それに対応する賞品の明示的な受諾とその受領を含

む文書に署名するという条件の下、賞品を配達することができます。  

b)辞退または賞を放棄する場合、あなたはそれを書面で表明しなければなりません。この

場合、前述の賞品を他の賞品またはその現金価値と交換することは出来ないことを述べて



 

おきますが、コンテストの賞品の場合は FCバルセロナ、抽選の場合はカタルーニャ観光局

が、最初の補欠者に勝者のステータスを自動的に移行し、同様の手順に従って、前述の賞

を授与するための手続きなどを行います。賞品は個人対象のもので譲渡不可能であり、勝

者はそれを第三者に譲渡することはできません。賞品は必然的に受賞者によってのみ利用

可能となります。その結果、同賞品の商品化および/または煩わしいあらゆる種類の譲渡や

伝達は固く禁じられており、受賞やその内容の自動取り消しが何の補償も伴わず行われる

ことがあります。同様に、当選者による賞の明白な受諾は、プロモーターの要請により送

付される写真および/または視聴覚記録の画像および知的財産権の自主的な譲渡の承認を意

味し、前述の賞品の配達時にプロモーターの職員または彼らによって承認された第三者を

通じて行われる可能性のあるインタビューへの参加から得られた写真および/または視聴覚

記録前述のグラフィックおよび/または視聴覚資料、およびそれらのコピーが、法定の目的

に従って FCバルセロナまたはカタルーニャ観光局のいずれかの通信資産における、この行

動に関連した広告イベントおよび/または宣伝のため、全部または一部使用されている場

合、前記写真画像および/または視聴覚記録の撮影およびそれらの搾取権の譲渡のために、

いかなる状況においてもいかなる報酬または請求も放棄することを意味します。上記によ

ると、当選者のイメージが（個別にまたは集合的に）表示される可能性があるサポート、

広告、および宣伝用資産は、場合により写真やビデオを作成するプロモータの所有物とな

ります。  

c) チャレンジ 1、2、3に対応する賞品は、電話通信によって、FCバルセロナの担当者によ

って事前に場所を指定され、ホテルで渡されます。公証人の前での抽選の結果与えられる

お二人様の旅の賞は、勝者との電子メール通信によって配達されます。  

 

規定 第 9章 公証人のもと規約の登記 

この活動の規約は公証人のもと、カタルーニャ公証人協会に登記されます。 

 

規定 第 10章 除外対称 

 

クラブ、カタルーニャ観光局、楽天、AFTERSHARE.TV との関係をもつ人は受賞者になれ

ません。 

 

  



 

規定 第 11章 知的財産 

 

コンテストと抽選に参加することで、参加者全員は、FC バルセロナとカタルーニャ観光局

の両方がそれらを公開し、それらを公に伝え、それらを編集し、それらを複製し、それら

を配布し、それらを翻訳してそれらにあらゆる言語に字幕を付け、全体的または部分的

に、個別にまたは共同で、何らかの手段および/またはサポート（インターネット、テレ

ビ、ラジオ、印刷版などを含むがこれらに限定されない）を通じて、それぞれの活動の促

進のため、および商業目的または広告目的を含むあらゆる目的のため、参加者が、

#LegendaryBarcaFans-伝説的バルサファンのハッシュタグを使用しチャレンジに参加する

ため提出したビデオや写真に関連する知的財産権と画像の権利を無期限に、そして全世界

の領域に対して、プロモーターに譲渡します。  

 

参加者は、コンテストのチャレンジへの参加のために提示された、知的財産権およびコン

テンツ、写真またはビデオの画像のすべての権利の所有者であり、したがって、それらの

権利の譲渡を認める権利があることを保証します。 

 

ここに記載されているコンテンツに音楽、人物の画像、および/または第三者が所有するそ

の他のコンテンツが含まれている場合、参加者は、当該コンテンツをコンテストに提出

し、ここに定められた条件でそれらをプロモーターに譲渡するための適切な許可を取得す

る責任があります。 参加者は、プロモーターが損失を受けないように保ち、プロモータ

ーが上記コンテンツの使用に対して受け取るかもしれないいかなる主張に対しても（費

用、損害、補償を前提として）単独で責任を負います。 

  

 

規定 第 12章 規約の受諾 

 

この活動に参加することは、以下のことを明示的かつ完全に受け入れることを意味しま

す。 

a) 現規約  

b) 参加の仕組みと受賞者の選出は、オリジナリティと参加する各課題への適応に基き、内

部ジャッジによって行われます。  

c) この規約に定められた参加者の個人データの使用および取り扱い条件。  



 

d) これらの規則に定められた条件での写真および/または視聴覚記録の使用、普及および公

開。活動および／または現規約の解釈に関する相違がある場合、それはバルセロナ市の裁

判所によって提起される可能性のある訴訟となり、この活動の参加者は対応する可能性が

あるその他の管轄権を明示的に放棄する。.  

  

 

. 規定 第 13章 エラーデータ 

 

参加者、より具体的には、受賞した参加者によって提供されたデータに誤りがあり、その

ため何らかの理由または状況により識別および/または連絡が不可能である場合、賞品に対

する受賞権利を失い、権利が最初の補欠、以後順番に授与されますが、クラブは一切の責

任を免除されます。  

 

規定 第 14章 活動のコミュニケーション。  

 

現活動やこのメカニズムの伝達は以下のようなコミュニケーション資産に記述されます： 

 

 

- FCバルセロナ：公式ウェブサイト (https-

//www.fcbarcelona.jp/ja/legendarybarcafans)および、ソーシャルネットワーク 

(https://www.facebook.com/fcbarcelona)、 (https://twitter.com/FCBarcelona_es) ま

たはライン . 

- カタルーニャ観光局：公式ウェブサイト (http://act.gencat.cat/) および、ソーシャル

ネットワーク(https://www.facebook.com/catalunyaexperience),、

(https://twitter.com/turismecat) 、 (https://www.instagram.com/gencat/). 

 

 

受賞者は、この規約の目的活動に参加したプロフィールを通して InstagramかTwitterのDM

を通して連絡を受け取ります。 

 

 

https://www.facebook.com/fcbarcelona
https://twitter.com/FCBarcelona_es
http://act.gencat.cat/
https://www.facebook.com/catalunyaexperience
https://twitter.com/turismecat
https://www.instagram.com/gencat/

