
小僧寿し×ベビースター「バレンタインキャンペーン」 Twitter キャンペーン 

 

<内容> 

小僧寿し公式 Twitter をフォロー、対象ツイートを公式リツイートで豪華グッズが当たる抽選キャンペーン！ 

 

<応募期間> 

2020 年 2 月 6 日（木）～2020 年 2 月 14 日（金）23:59 迄 

 

<当選賞品> 

【北海道限定】ベビースターパティスリー濃厚ショコラブラウニー味（20 名様） 

 

<応募方法> 

① 小僧寿し公式 Twitter（@kozosushi_news_）をフォロー  

② 対象ツイートを公式リツイート 

 

<実施店舗> 

“ショコラベビースター”がもらえる「バレンタインキャンペーン」実施店舗はこちら 

 

店舗名 〒 住所 電話番号

江北 123-0872 東京都足立区江北7丁目23-17  ヴィスターラ江北101 03-3853-5163

鹿骨 133-0073 東京都江戸川区鹿骨1丁目27-13 03-5664-6129

葛西中央通り 134-0083 東京都江戸川区中葛西4丁目3-3 03-3688-7119

西葛西 134-0088 東京都江戸川区西葛西7丁目20-5 03-3675-6647

東村山 189-0011 東京都東村山市恩多町4丁目1-1 042-391-1189

松木 192-0362 東京都八王子市松木6-6 042-675-6272

福生 197-0023 東京都福生市志茂198-1 042-552-8229

秋川 197-0804 東京都あきる野市秋川1丁目14-7 042-559-5486

河辺 198-0031 東京都青梅市師岡町3丁目19-1 0428-24-3767

青梅 198-0082 東京都青梅市仲町306 0428-24-8015

羽村 205-0011 東京都羽村市五ノ神1丁目13-10 042-555-6146

子母口 213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口496-1 044-751-0776

有馬 216-0002 神奈川県川崎市宮前区東有馬3丁目19-3 044-855-5227

平 216-0022 神奈川県川崎市宮前区平2丁目1-5  パークハイツ平 044-866-1745

丸山台 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台4丁目9-19 045-843-4068

ひばりヶ丘 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘5丁目25-21 046-254-0095

津久井 252-0152 神奈川県相模原市緑区太井159-1 042-780-0866

麻溝台 252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台3055 042-746-5665

平塚中原 254-0075 神奈川県平塚市中原2丁目24-19 0463-36-4352

開成 258-0025 神奈川県足柄上郡開成町円通寺15 0465-83-5049

幕張本郷 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7丁目4-1  ゾンネハイツ1Ｆ 043-272-0300

行徳東 272-0114 千葉県市川市塩焼2丁目4-34 047-398-1928

市川大野 272-0804 千葉県市川市南大野3丁目22-31 047-339-7900

京成大久保 275-0011 千葉県習志野市大久保1丁目22-10 047-474-9166

大津ケ丘 277-0921 千葉県柏市大津ケ丘3丁目7-3 04-7191-6797

佐原北口 287-0002 千葉県香取市北2丁目14-2 0478-54-3461

小見川 289-0312 千葉県香取市本郷194-1 0478-83-3146

旭 289-2504 千葉県旭市ニ1861-2 0479-63-3787

国分寺台 290-0023 千葉県市原市惣社2丁目11-7 0436-24-0582

東部台 297-0015 千葉県茂原市東部台3丁目3-12 0475-23-7610

市原青葉台 299-0117 千葉県市原市青葉台3丁目29-7 0436-62-0187

長浦 299-0246 千葉県袖ケ浦市長浦駅前2丁目4-6 0438-62-8730

南子安 299-1162 千葉県君津市南子安4丁目1-13 0439-55-5191



 

店舗名 〒 住所 電話番号

葉鹿 326-0143 栃木県足利市葉鹿町1丁目19-1 0284-64-0131

足利朝倉 326-0823 栃木県足利市朝倉町3丁目24-3 0284-73-6385

馬宮 331-0062 埼玉県さいたま市西区大字土屋19-1 048-625-7840

わしのみや 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮6丁目8-40 0480-59-5657

坂戸泉町 350-0275 埼玉県坂戸市伊豆の山町1-2 049-283-3745

毛呂山 350-0442 埼玉県入間郡毛呂山町大字前久保109-38 049-295-0174

石原町 350-0824 埼玉県川越市石原町2丁目53-5 049-224-5711

狭山台団地 350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目28-9 04-2957-3878

脚折 350-2211 埼玉県鶴ヶ島市脚折町4丁目15-12 049-286-7183

東松山新明 355-0022 埼玉県東松山市御茶山町1-4 0493-22-6800

小川 355-0321 埼玉県比企郡小川町大字小川722-2 0493-74-6558

上福岡中央 356-0031 埼玉県ふじみ野市福岡中央1丁目2-5 049-261-1601

ふじみ野 356-0055 埼玉県ふじみ野市旭1丁目13-8 049-256-5950

飯能 357-0003 埼玉県飯能市青木68番1 042-978-8522

妻沼 360-0202 埼玉県熊谷市妻沼東1-75 048-588-4304

藤原町 361-0016 埼玉県行田市藤原町2丁目26-4 048-554-4508

免許センター前 365-0032 埼玉県鴻巣市中央1-38 048-543-6993

上柴 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-29-7 048-574-3552

吉田林 367-0211 埼玉県本庄市児玉町吉田林183-1 0495-72-3685

高崎筑縄 370-0075 群馬県高崎市筑縄町5-4 027-362-8841

境町 370-0115 群馬県伊勢崎市境美原14-11 0270-76-6066

大胡 371-0223 群馬県前橋市大胡町385-1 027-283-1225

塚原 391-0002 長野県茅野市塚原2丁目2-26 0266-72-5088

上石田 400-0046 山梨県甲府市下石田2丁目1-25 055-222-0227

後屋 400-0051 山梨県甲府市古上条町165 055-241-5003

敷島 400-0126 山梨県甲斐市大下条1085-1 055-277-8223

桃園 400-0301 山梨県南アルプス市桃園617-1 055-284-0018

増穂 400-0501 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町1134-1 0556-22-1853

朝気 400-0862 山梨県甲府市朝気1丁目9-6 055-237-7721

田野倉 402-0001 山梨県都留市田野倉字神出237-1 0554-43-9500

都留 402-0056 山梨県都留市つる1丁目16-19 0554-45-0424

塩山 404-0042 山梨県甲州市塩山下於曽1385 0553-32-6158

加納岩 405-0018 山梨県山梨市上神内川1284-1 0553-22-6451

石和 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部594 055-263-0063

井戸 406-0045 山梨県笛吹市石和町井戸80-1 055-261-0118

南郷 520-0865 滋賀県大津市南郷1丁目5-16  ロイヤルエクセーヌ1階 077-534-8884

益野 704-8173 岡山県岡山市東区可知2丁目2-5-1 086-942-4342

山陽町 709-0811 岡山県赤磐市高屋394 086-955-5378

武生 915-0832 福井県越前市高瀬1丁目8-32 0778-21-1740

神明 916-0017 福井県鯖江市神明町1丁目106 0778-54-4044

高瀬店 767-0002 香川県三豊市高瀬町新名１１４９－１ 0875-72-3099

満濃店 766-0022 香川県仲多度郡まんのう町吉野下２９５－１ 0877-73-3423

国分寺店 769-0104 香川県高松市国分寺町新名６３５－２ 087-874-6101

栄町店 768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲１３０９－１ 0875-24-1378

観音寺店 768-0021 香川県観音寺市吉岡町６ 0875-24-1344

サニーアクシス南国店 783-0005 高知県南国市大埆乙１００９－１ 088-864-4443

佐川店 789-1201 高知県高岡郡佐川町甲１０８０－１ 0889-22-4371

久礼店 789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼６４６５－２０ 0889-52-4127

窪川店 786-0005 高知県高岡郡四万十町本町７－７ 0880-22-3513

越知店 781-1300 高知県高岡郡越知町越知甲２１３０ 0889-26-2169

大間店 785-0036 高知県須崎市緑町１５区５－９１ 0889-43-1622

土佐ロード店 780-8076 高知県高知市朝倉東町５０－４０ 088-843-2311

桟橋通り店 780-8010 高知県高知市桟橋通３丁目２６－７ 088-831-0479

薊野店 781-0011 高知県高知市薊野北町１丁目９－４８ 088-820-2550

小松島中田店 773-0015 徳島県小松島市中田町　町内開３２－１ 0885-33-0936

二軒屋店 770-8063 徳島県徳島市南二軒屋町３丁目２－１５ 088-656-0002

島田店 770-0052 徳島県徳島市中島田町３丁目７４ 088-631-9008

北田宮店 770-0004 徳島県徳島市南田宮２丁目１－７１－１Ｆ 088-632-2726

羽ノ浦店 779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄字ハタイ５２－５ 0884-44-4479

津乃峰店 774-0021 徳島県阿南市津乃峰町東分１１４－４ 0884-28-0039

阿南富岡店 774-0030 徳島県阿南市富岡町木松２３－１ 0884-23-0411



 
未実施の店舗もございますので、予めご確認頂きますようお願い申し上げます。 

 

<当選発表について> 

① 2 月 17 日（月）までに、小僧寿し公式 Twitter アカウントから当選された方の Twitter アカウン

トに向け DM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡を致します。賞品の発送先入力についてのご案内を

させて頂きます。 

② 2 月 24 日（月）までにご返信頂きます様お願い申し上げます。 

③ 2 月 28 日（金）までに、当選者様に商品をお届け致します。 

 

※発送先情報の登録が無い場合などで商品をお届けできない場合は、当選を無効にさせて頂く場合がご

ざいます。 

※本キャンペーンは、やむ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。 

※抽選方法に関するご質問の受付は行っておりません。 

※当選した賞品のオークションへの出品や転売等はおやめください。 

※諸般の事情によりお届けが遅れる場合もございますので、予めご了承ください。 

 

<注意事項> 

・参加いただく際は必ずアカウントの投稿を“公開”にした状態で参加ください。投稿が非公開の場合は参

加とみなされませんのでご注意ください。 

・アクセス集中や環境などにより、返信に時間がかかる場合がございますのでご容赦下さい。 

・本キャンペーンに何度も応募するため、複数のアカウントを作成し参加した場合、これは応募資格無効と

させていただきます。 

・キャンペーン対象の投稿を引用ツイートされた場合、特に下記の設定をされている方は、Twitter の仕様

上、参加とみなされない場合がございますのでご注意ください。 

＊プロフィール、ユーザー名、自己紹介、画像などを設定していないアカウント 

＊頻繁にアクション(ツイート、リツイート、返信 など)を行っていないアカウント 

＊Twitter アカウント開設後、メールアドレスが本人のものか確認をするプロセスを行っていないアカウン

ト 

＊開設直後で、上記に当てはまるアカウント 

店舗名 〒 住所 電話番号

新神野店 675-0008 兵庫県加古川市新神野５丁目７－２ 079-438-7637

加古川粟津店 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津７５４－１ 079-421-4351

稲美店 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡２丁目１０－５ 079-492-8033

伊保店 676-0078 兵庫県高砂市伊保１丁目１６４６－１ 079-448-8160

竜野店 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永７３２－２ 0791-63-3387

西脇店 677-0044 兵庫県西脇市上野１１９ 0795-23-5421

網干２号店 671-1252 兵庫県姫路市網干区垣内東町１６５ 079-272-0393

飾磨店 672-8052 兵庫県姫路市飾磨区玉地１丁目９１ 079-234-8177

三木店 673-0404 兵庫県三木市大村２５－１ 0794-82-9425



・本キャンペーンは、小僧寿し公式 Twitter をフォローいただいている方であれば、どなたでも参加できます。 

・13 歳未満（12 歳以下）の方は保護者の方がご応募ください。 

・賞品ご当選の権利はご本人様のものとし、譲渡は出来ません。 

・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。予めご了承ください。 

・インターネット通信料、接続料はお客様の負担となります。 

・本キャンペーンのご参加は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。 

 

<利用規約> 

株式会社小僧寿しが Twitter を活用して実施する「小僧寿し×ベビースター『バレンタインキャンペーン』」

（以下、「本キャンペーン」といいます。）に応募の方（以下、「応募者」といいます。）は、以下をよくお読

みいただき、同意の上応募してください。 本キャンペーンに応募された場合には、本規約に同意したものと

みなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。 

 

<禁止事項> 

本キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止します。 株式会社小僧寿しは、応募者が以下に該

当する行為を行ったと判断した場合は、キャンペーン応募作品の、投稿データの非掲載・掲載後削除等の

対応をとる場合があります。 

・応募規約に違反する行為 

・本キャンペーンの運営を妨げる行為 

・他人に迷惑、不利益、損害または不快感を与える行為 

・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行為 

・他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

・他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為 

・わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為 

・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為 

・公序良俗に反する行為 

・Twitter の利用規約・法令に違反する行為 

・株式会社小僧寿しが本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断する行為 

・株式会社小僧寿しが悪質または不適切であると判断する行為 

・その他、前各号に類する行為 

 

<免責・その他> 

本キャンペーンは、細心の注意を払って運営をしていますが、提供する情報、プログラム、各種サービス、そ

の他本キャンペーンに関する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

かなる保証もするものではありません。また、利用者または第三者が被った以下の事例を含む損害について

は、弊社は責任を負いかねます。 

1.本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、事変等の非常事態が発生した場合。 

2.本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。 

3.利用者間または利用者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。 

4.第三者による本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。 

5.弊社が推奨する環境以外から本キャンペーンに応募したために情報を完全に取得できない場合。 

6.故意または重過失なくして本キャンペーンが提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場

合。 

株式会社小僧寿しは、本キャンペーンの応募により応募者に生じた一切のトラブル・損害（直接・間接を

問いません）等について、如何なる責任も負いません。 

株式会社小僧寿しは、本キャンペーンについて（全部または一部）、応募者に事前に通知することなく変

更または中止することがあります。なお、必要と判断した場合には、応募者 

への予告無く本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要な措置をとる

ことができます。 

本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。 

 

<個人情報の取り扱いについて> 

ご記入、または送信いただいた個人情報は株式会社小僧寿しが当選者への賞品の発送、本件に関する

諸連絡に利用するほか、商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させて

いただきます。 

お客様の個人情報は株式会社小僧寿しが管理します。お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務

委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令等により開示を求められた場合を除く） 

なお、いただいた個人情報は株式会社小僧寿しの個人情報保護方針に基づき安全かつ適切に管理いた

します。 

詳しくは株式会社小僧寿しにて、『プライバシーポリシー』をご確認ください。 

https://kozosushi.co.jp/privacypolicy 

 

<キャンペーンに関するお問い合わせ窓口> 

キャンペーンに関するお問い合わせは、株式会社小僧寿しのお問合せフォームよりお問い合わせください。

http://kozosushi.co.jp/inquiry 

お問い合わせ受付期間：2020 年 2 月 6 日（木）～2020 年 2 月 14 日（金） 

※順次返答させていただきますが、ご返答にお時間をいただく場合がございます。 

※当選の確認はできません。 

※内容によってはお応え出来ない場合がございます。 

※お客様のお問合せ内容により、こちらからご連絡させて頂く場合もございますのでご了承ください。 

※いただいた情報は小僧寿しとお客様とのコミュニケーションのためにのみ活用させていただきます。それ以外

の目的で使用することは一切ございません。 

https://kozosushi.co.jp/privacypolicy
http://kozosushi.co.jp/inquiry


※迷惑メール防止等でドメイン指定受信・なりすまし規制をご利用の方は、ドメイン『kozosushi.co.jp』

を指定受信に設定してください。設定がされていませんと、お問い合わせへの返信が出来ませんのでご注意

ください。 

 

 

※「ベビースター」「ホシオくん」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。 


