SNSジャックについて
●投稿ルール
●仮装をして 30 秒以内の動画を各種 SNS に投稿してください。
●動画のテーマ・内容は自由です。 但し内容に注意事項（下記の注意事項参照）が
ございます。必ずお守りください。
●投稿の際に #うちで化けよう #宮ハロ 2020 のハッシュタグを必ずつけてくださ
い。
●仮装コンテストにエントリーしている動画に関しては上記の#に加えて #宮ハロ
仮装コンテスト 2020 を付けてご投稿ください。
●その他の#はお好みで自由に加えてください。 例） #宮ハロ #miyahallo #仮装
好きとつながりたい #ファミリーハロウィン #全力 仮装 #仮装オタの本気 #ZOOM
でハロウィン #特殊メイク #仮装でダンス #サスティナ ブル仮装 #ハロウィンわん
こ #息子と化けよう #嫁と化けよう #旦那と化けよう #コ スプレイヤーさんとつな
がりたい #コスプレ女子 #100 均仮装 #もうすぐハロウィン #アニメキャラ #創作
コスプレ #ギョーザリアン #キューティーイチゴ 全国のご当地ハロウィンファンも
参加しよう！ カワハロをはじめ全国各地のハロウィンイベントと連動！ ハッシュ
タグ「#うちで化けよう」を付けて、地元のハロウィンから投稿しよう！
●SNSジャック注意事項
注意事項（利用規約） 下記注意事項をご一読頂き内容について同意いただいた方の
みご参加頂けます。
・仮装の程度に基準はございません。 ただし、フェイスペインティングなどワン
ポイントの仮装での参加は不可です。
・一人でも、家族と一緒でも、グループでの参加でも OK で、人数の制限はござい
ませ ん。 ただし、密閉空間に大勢が集まるなど“三密”になる状況は絶対に避けて
ください。 グループで参加する場合は、ZOOM などを上手く活用することをお勧
めします。 ・異なる動画であれば何度でもご投稿頂けます。
・閲覧者に不安感や不快感を与える動画は禁止です。 （公序良俗に反する内容を含
む動画や、極端に肌の露出が多い仮装など） ・ご投稿頂く動画は 2020 年 1 月以
降に撮影した動画に限ります。
・15 歳未満の方は、保護者の方の同意を得た上でご投稿ください。
・ご投稿頂く各 SNS の利用規約に違反する行為は禁止です。
・政治活動・選挙活動・宗教活動等の内容が含まれる動画は禁止です。
・ご投稿頂いた動画は、主催者が今後出稿する広告や各種メディア、WEB 媒体や

SNS に投稿者の事前に確認なく使わせていただく場合がございます。予めご了承く
ださ い。
・第三者の権利を侵害する動画の投稿は禁止です。 (他人を誹謗中傷し、またはそ
の名誉若しくは信用を毀損する動画の投稿) (他人の著作権その他の知的財産権を侵
害する動画の投稿) (他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する動画の投
稿) 等 ※投稿者と一緒に動画に写っている方がいた場合、事前にご本人から許諾を
得た上で ご投稿ください。 ※投稿動画に BGM 等で楽曲を使用する場合は、投稿
者の責任の元、楽曲の権利者から 許可済みの楽曲、著作権フリーの楽曲、著作権が
消滅した楽曲、伝承音楽や民謡など 著作者が不明な楽曲、完全なオリジナルの楽曲
をご利用ください。
・宮ハロ実行委員会が本企画の趣旨に沿わないと判断する動画の投稿は禁止です。
・宮ハロ実行委員会が悪質または不適切であると判断する動画の投稿は禁止です。
・投稿者は、投稿データについて自らが投稿することについての適法な権利を有し
て いること及び投稿データが第三者の一切の権利を侵害していないことについて表
明 し、保証を頂くものとします。
・投稿者が投稿した動画により第三者の権利が侵害された場合、投稿者の責任と費
用 負担においてこれを解決して頂くものとし、主催者は一切責任を負いません。主
催者 が第三者に対して損害の補償、賠償等を行った場合、主催者は投稿者に対して
求償で きるものとします。

仮装コンテストについて
●仮装コンテスト注意事項(利用規約)
（参加ルール）
・県内在住の方に限ります。※老若男女問わず
・必ず仮装をしてください。※ワンポイントのフェイスペインティングなどの軽仮
装 は不可
・動画は 30 秒以内で作成したものをエントリーフォームよりアップロードをして
くだ さい。
・異なる動画であれば何度でもご投稿いただけます。 ・テーマ・内容は自由です。
・エントリーした動画と同じ動画を各種 SNS に投稿をしてタイムラインを盛り上
げて ください。 投稿の際に #うちで化けよう #宮ハロ 2020 #宮ハロ仮装コンテス
ト 2020 のハッシュ タグを必ずつけてください。
・SNS に投稿する際、その他の#はお好みで自由に加えてください。 例）#宮ハロ

#miyahallo #仮装好きとつながりたい #ファミリーハロウィン #全力仮 装 #仮装
オタの本気 #ZOOM でハロウィン #特殊メイク #仮装でダンス #サスティナブ ル
仮装 #ハロウィンわんこ #息子と化けよう #嫁と化けよう #旦那と化けよう #コス
プレイヤーさんとつながりたい #コスプレ女子 #100 均仮装 #もうすぐハロウィン
# アニメキャラ #創作コスプレ #ギョーザリアン #キューティーイチゴ などなど
(審査方法) ・エントリー頂いた動画を審査員が審査。また、SNS 上での拡散や話題
にされた数も 審査の対象に加味され、総合的な判断で受賞者を決定いたします。
※複数の SNS へのご投稿歓迎。※パフォーマンス自由。 ※エントリー者には事務
局からエントリー内容の確認等のご連絡をさせて頂く場合が ございます。
(審査発表) 審査結果は 10 月 31 日(土) 21:00(予定)に宮ハロホームページにて発表
いたします。 受賞者の方には準備が整い次第、賞品を発送いたします。※11 月中
旬を目処に発送 ※グループでお申し込みされた方には、応募フォームの申込者へ商
品の発送をいたし ます。
(賞、及び賞品) グランプリ 5 万円、その他豪華賞品を多数用意 例) 準グランプリ、
ベストグループ賞、ベストパフォーマンス賞、ベストユニーク 賞、スペシャルメイ
クアップ賞、ファミリー賞、キャラクター賞 などなど
●注意事項)
下記注意事項をご一読頂き内容について同意いただいた方のみご参加頂けます。
・密閉空間に大勢が集まるなど“三密”になる状況は絶対に避けてください。
・グループで参加する場合は、ZOOM などを上手く活用することをお勧めします。
・閲覧者に不安感や不快感を与える動画は禁止です。 （公序良俗に反する内容を含
む動画や、極端に肌の露出が多い仮装など） ・ご投稿頂く動画は 2020 年 1 月以
降に撮影した動画に限ります。
・15 歳未満の方は、保護者の方の同意を得た上でご参加ください。
・ご投稿頂く各 SNS の利用規約に違反する行為は禁止です。
・政治活動・選挙活動・宗教活動等の内容が含まれる動画は禁止です。
・エントリー頂いた動画は、主催者が今後出稿する広告や各種メディア、WEB 媒
体 SNS に投稿者の事前に確認なく使わせていただく場合がございます。予めご了
承くださ い。
・第三者の権利を侵害する動画の投稿は禁止です。 (他人を誹謗中傷し、またはそ
の名誉若しくは信用を毀損する動画の投稿) (他人の著作権その他の知的財産権を侵
害する動画の投稿) (他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する動画の投
稿) 等 ※投稿者と一緒に動画に写っている方がいた場合、事前にご本人から許諾を
得た上で ご投稿ください。 ※投稿動画に BGM 等で楽曲を使用する場合は、投稿

者の責任の元、楽曲の権利者から 許可済みの楽曲、著作権フリーの楽曲、著作権が
消滅した楽曲、伝承音楽や民謡など 著作者が不明な楽曲、完全なオリジナルの楽曲
をご利用ください。 ・エントリー動画の全部または一部が商用利用されていないこ
と。
・エントリー動画が収益受取可能に設定されていないこと。
・宮ハロ実行委員会が選考を行います。審査内容に関する質問にはお答えいたしか
ね ますので、予めご了承ください。
・宮ハロ実行委員会が本企画の趣旨に沿わないと判断する動画でのエントリーは禁
止 です。
・宮ハロ実行委員会が悪質または不適切であると判断する動画でのエントリーは禁
止 です。
・受賞権利は、譲渡、転売はできません。また、交換・返金・換金等には応じかね
ま す。
・受賞後、対象外であることが判明した場合には、受賞を取り消すこととなります
の で、予めご了承ください。
・受賞者以外の方への選考結果通知は行いませんのでご了承ください。仮装コンテ
ス トの選考理由および状況についてはお答えできません。 ・賞品は予告なく変更
となる場合がございます。
●禁止事項
・他人の名義、その他会社等の組織名を名乗ること等による、なりすまし行為
・本コンテスト上で提供するサービスを不正の目的をもって利用する行為
・本コンテストの名誉・信用を傷付け、信頼を毀損する行為
・本コンテストの運営を妨げる行為 ・虚偽、または誤認する情報などにより意図し
ない動画再生を誘発する行為
・応募者または動画の出演者が法律違反をした場合またはその恐れがある場合、受
賞 を取り消しさせていただく場合がございます。
・応募動画は本事務局で内容を確認してからサイトに掲載します。本規約を満たし
て いない場合、応募動画が当該サイトに掲載されない場合があります。また、掲載
され た場合であっても、主催者の事情により、掲載が取り消される場合がありま
す。な お、不掲載の理由については一切お答えいたしかねますので、あらかじめご
了承くだ さい。
・応募動画が本規約に違反するおそれがあると主催者が判断した場合、主催者は受
賞 の取り消しおよび、賞品の返還を応募者に請求できるものとします。
・応募にともなう費用（接続料や通信料等）は全て応募者のご負担となります。

・本規約に定めのない事項については、主催者の判断により決定します。
●サイトについて
【本サイト提供の一時中断】
・主催者は、本コンテストの一部またはすべてを事前に通知することなく変更
・中断 あるいは中止または終了する場合があります。これらの事情により生じた損
害につい て、主催者は一切の責任を負いません。
・本コンテストのシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合
・火災、停電または通信環境の悪化等により本コンテストの提供ができなくなった
場合
・地震、噴火、洪水、津波等の天災地変、暴動、労働争議、官公署の命令等により
本 コンテストの提供ができなくなった場合
・本コンテストのシステムに支障をきたした場合、またはそのおそれがあると主催
者 が判断した場合
・その他本コンテストの開催、継続が困難であると主催者が判断した場合
●推奨環境について
・PC の場合 Google Chrome 最新版（※推奨ブラウザ） / Safari 11 以降 /
Firefox 最新版 / Mi crosoft Edge 最新版 ※「Internet Explorer」では正常に動作
しない可能性がござい ます。上記ご案内の対応ブラウザをご利用ください。
・スマートフォンの場合 iOS 最新版および前バージョン OS / Android OS 最新版
および前バージョン OS
●個人情報の取り扱い
・応募者からいただく個人情報(応募動画中の個人の肖像も含め)は、賞品の発送や
発 送状況など関連する情報をご案内するために使用します｡ その他お預かりしまし
た個人情報をお客様の同意なく業務委託先以外の第三者に開示･ 提供することはご
ざいません。（法令等により開示を求められた場合を除く）
●免責
・主催者は、本コンテストのサイトで提供する情報、プログラム、各種サービス、
そ の他の関連事項について、その完全性、正確性、有用性等についていかなる保証
もい たしません。また、主催者は、本コンテストのサイトのご利用に起因するソフ
トウェ ア・ハードウェア上の事故、応募者間または応募者と第三者との間において
生じたト ラブル、その他の事故等によるすべての損害について、いかなる責任も負

わないもの といたします。 ・応募者は、投稿データについて自らが投稿すること
についての適法な権利を有して いること及び投稿データが第三者の一切の権利を侵
害していないことについて表明 し、保証頂くものとします。
・応募者が投稿した動画により第三者の権利が侵害された場合、応募者の責任と費
用 負担においてこれを解決して頂くものとし、主催者は一切責任を負いません。主
催者 が第三者に対して損害の補償、賠償等を行った場合、主催者は応募者に対して
求償で きるものとします。

お問い合わせ
宮ハロ実行委員会 メールアドレス info@miyahallo.com
※応募受付の確認、審査についてのご質問や、動画の編集法や各種アプリの使い方に 関するお問合せはお受けいたしかねま
す。

