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利用規約 (「本規約」)

2020年第3四半期AMDリワード・プログラム:
以下の表Aに示す、対象のAMD RADEON™グラフィックス・カードの単品購入者を対象
としたゲーム・バンドル・キャンペーン（以下「キャンペーン」と言います）日本の

み
バージョン: 2020-1 [掲載日：2020年9月1日]
本キャンペーンの概要: 本キャンペーンは、以下に定義され、表Aに明記される通り、以下の対象とな
るAMDの製品（「対象AMD製品」）向けのインセンティブ・プログラムです。 Advanced Micro
Devices、Inc.、2485 Augustine Drive、Santa Clara、CA 95054 USA（以下、「プロモーター」または
「AMD」と言います）は、プロモーション・スポンサーであるBlizzard Entertainment Inc. （以下、
「Blizzard」といいます）と共同で、参加販売店から対象AMD製品を購入したお客様に特定のゲーム
（以下、「本アプリケーション」と言います）をダウンロードできるユニーク・クーポンコード（以
下、「クーポンコード」と言います）を提供します。全ての販売店が、このキャンペーンに参加して
いるわけではありません。お客様は購入する前に、（1）販売店が対象AMD製品のキャンペーンに参
加していること、および（2）お客様が購入する製品がAMD製品として適格であることを確認するこ
とを推奨します。 AMDRewards.comまたはクーポンコードに関連する問題が発生した場合は、AMD
Rewardsカスタマーサービス（https://www.amdrewards.com/support）にお問い合わせください。
1. 期間
a. 本キャンペーン期間: 本キャンペーン期間は、東部標準時（以下、「ET」と言います）
2020年9月1日午前9時から2020年10月3日午後11時59分59秒までです。ただし、クーポ
ンコードがなくなり次第終了します。タイムゾーンの変換情報については、世界時計
を参照してください。
b. 購入対象期間: クーポンコードを受け取るには、参加販売店からキャンペーン期間中に
対象のAMD製品を購入する必要があります。
c. ユーザー申請期間: クーポンコードは2020年11月7日までに引き換え、アプリケーショ
ンをダウンロードしてください。期限を過ぎると、クーポンコードは無効になります。
2. 参加方法
a. クーポンコードを受け取るには、参加者は参加販売店からキャンペーン期間中に対象
AMD製品を購入する必要があります。対象AMD製品を購入する前に、参加販売店にクー
ポンコード取得方法について確認する必要があります。例えば、対象のAMD製品を購入
する時に参加者に対して参加販売店がレジにてクーポンコードを請求する場合、対象
AMD製品の外箱にクーポンコードが記載されたクーポンを入れます。もしくは、消費者
がオンラインで購入した場合、参加販売店が確認した後、提供した電子メールアドレス
にクーポンコードを送信します。またはキャンペーン期間内に参加販売店から参加者が
対象のAMD製品を購入したことを証明するために、製品を購入後、オンラインで請求フ
ォームの記入を求めます。クーポンコードは、実物のクーポン券で提供される場合と電
子クーポンで送信される場合があります。
表A
対象AMD製品
•
•
•

AMD Radeon™ RX 5700 XT グラフィックス・
カード
AMD Radeon™ RX 5700 グラフィックス・カ
ード
AMD Radeon™ RX 5600 XT グラフィックス・
カード

アプリケーション

•

World of Warcraft®: Shadowlands Base PC Edition
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3. 本規約の変更
a. 在庫状態に応じて、アプリケーションは予告なく変更される可能性があります。
b. プロモーターは本規約を変更する権利を留保します。これには、表Aに一覧される特定のアプ
リケーションおよび/または対象AMD製品、あるいは本キャンペーン期間の延長が含まれます
が、これらに限定されるものではありません。
c. 本規約が変更された場合、プロモーターは適用される法律に従ってプロモーターのウェブサ
イトに変更された規約を掲載し、変更された規約の有効日を明示します。
4. アプリケーション
a. World of Warcraft®：Shadowlands Base PC Editionのおおよその小売価格は$ 46.00（米ドル）で
す。
b. 何らかの理由でアプリケーションを提供できない場合は、プロモーターは同等以上の価
値のアプリケーションを代替として提供する権利を留保します。
5. 引き換え
a. クーポンコードの引き換え方法: アプリケーションのクーポンコードは、オンラインで引き
換えすることができます。インターネット接続が必要です。接続料または通信料が発生す
る場合があります。クーポンコードは2020年11月7日までに引き換え、アプリケーションを
ダウンロードしてください。期限を過ぎると、クーポンコードは無効になります。
i. 参加者はhttps://www.amdrewards.com/registerにアクセスして、ユーザーアカウント
を登録する必要があります（参加者にアカウントがない場合）。
ii. 参加者はAMDリワード・アカウントにログインする必要があります。
iii. 参加者はクーポンコード（ウェブサイトでは「ユニーク・クーポンコード」と記さ
れています）を入力して、必要に応じてその他すべての情報を提供し、ウェブフォ
ームを送信して対象AMD製品を登録します。参加者はプライバシーおよびその他に
関する条件に明示的に同意しなければならない場合があります。
iv. 参加者がクーポンコードを入力すると、対象AMD製品がユーザーのWindowsシステム
にインストールされていることを確認するため、製品検証ツールをダウンロードす
るように求められます。 引き換え確認プロセスを完了するには、対象AMD製品をイ
ンストールし、Windowsオペレーティングシステムによって検出される必要がありま
す。対象AMD製品が検出されない場合は、参加者が対象AMD製品をインストールす
るまで、引き換えプロセスを完了することができません。
v. 参加者が対象AMD製品をインストールしても、引き換えプロセスを完了できない
場合は、https://www.amdrewards.com/supportの「サポートへのお問い合わせ」か
らチケットを送信してください。参加者は、対象AMD製品の購入証明を検証する
ために、追加の書類を提出する必要がある場合があります。
vi. AMDREWARDS.COMは、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国
語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、繁体字
中国語、トルコ語で提供されています。
vii. キャンペーンはクーポンコードがなくなった時点で終了します。すべてのクーポ
ンコードが提供された後は、参加者はクーポンコードを取得できなくなります。
viii. プロモーターの同意なしに、参加者または第三者によるクーポンコードの販売、交
換、譲渡、賞品や景品として提供、その他いかなる方法であれ認められていませ
ん。クーポンコードの違法な使用を止めるために、プロモーターはあらゆる措置を
自由に講じる権利を留保します。これには、差止請求を求めること、参加者を失格
させること、または特定のクーポンコードを無効にすることが含まれますが、これ
らに限定されるものではありません。
ix. クーポンコードに換金価値はありません。
x. アプリケーションの使用は個人使用に限定されています（商用使用は禁止されていま
す。これには、インターネットカフェ環境における使用が含まれますが、これに限定
されるものではありません）。
アプリケーションをプレイするための最低要件は、アプリケーション・プロバイダーの
ウェブサイトで確認することができます。
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b. World of Warcraft®: Shadowlands Base PC Editionへのアクセス方法:
i. 検証が正常に完了したら、アプリケーション･プロバイダーのダウンロード・ポータ
ル（www.blizzard.com）にアクセスして、Battle.net アプリをダウンロードし、アカウ
ントに登録するか、http://www.battle.net/login の指示に従って既存のアカウントにロ
グインします。手順については、https://us.battle.net/support/en/article/11263をご覧
ください。
ii. アプリケーション･プロバイダーのウェブサイトとアプリケーションは、参加者の地
域の言語では提供されていない可能性があります。
iii. 有効なアプリケーション・プロバイダーのアカウントおよびアプリケーショ
ン・プロバイダーの利用規約への同意が必要となります。これらの要件は、ク
ーポンコードを取得とは別に必要な登録です。
アプリケーション･プロバイダーは追加の制限や要件を課す場合があります。参加者
は、アプリケーションの正式リリース日までアプリケーションにアクセスできない場合
があります。
c. アプリケーションにアクセスしプレイするための技術要件は、アプリケーション・プロバイダ
ーのサイトに掲載されています。

6. 一般条件
a. 参加資格
i. 本キャンペーンは、日本人の参加者に向けたもので、本キャンペーン期間の
開始時点で、在住国において成人とみなされる年齢か18歳のいずれか高いほ
うの年齢に達している個人を対象としています。
ii. 中華人民共和国、ビルマ、キューバ、北朝鮮、シリア、スーダン、ベネズエラ、ク
リミア、イランの居住者、または法律や輸出規制などによってアプリケーションの
配布が禁止されている国、またはアプリケーションが利用できない国、あるいは本
キャンペーンが禁止されている国の居住者は対象外となります。プロモーター、そ
の子会社、関連会社、および代理店の従業員、およびそれぞれの当該従業員の近親
者（親、子、兄弟、および配偶者と定義される）、並びに当該従業員が一緒に居住
する者は本キャンペーンに参加する資格がありません。
iii. 参加者の本キャンペーンへの参加またはアプリケーションの受領が現地の法律に
違反することになり、またはAMDおよび/または他の当事者の評判を損なうことに
なるとAMDが独自の裁量により判断した場合は、AMDは参加者を失格とする権利
を留保します。
b. 本規約への同意
i. 適用される法律に基づいた執行可能な範囲において、参加者は本キャンペーンに参
加することにより本規約に従うことに同意するものとみなされます。
ii. 本キャンペーンのあらゆる側面に関するプロモーターの決断は、最終的かつ拘束力
を持つものとします。
c. 制限事項
i. 制約：対象となる1つのシステム、または1つの対象AMD製品につき、アプリケーション
を1つご利用いただけます。
ii. 制約：1つのメールアドレス、またはお客様1人のお申込みにつき、アプリケーションを
1つご利用いただけます。
iii. 制約：1世帯当たり、最大3つのアプリケーションをお申込みいただけます。
iv. 制限: アプリケーションは購入した国で引き換える必要があります。
d. 免責条項
i. プロモーターは以下のいずれに関しても一切の責任を負わず、すべての参加者は以下の
事柄すべてに関してプロモーターへの免責を認めるものとします。
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1. 参加者が提供したメールアドレスが無効、不正確、使用あるいは利用不可能
な連絡先情報である場合。
2. 登録フォームまたはフォームの提出において紛失、遅延、不完全、無効、改ざ
ん、不鮮明、誤りが発生すること。
3. 技術的、ハードウェア、ソフトウェア、サーバー、ウェブサイト等の障害や
損害の発生により、参加者が本キャンペーンに参加できなくなった場合。
4. アプリケーションのダウンロードまたは使用、あるいはクーポンコード引き
換えの過程で、参加者のコンピューター、または対象AMD製品に破損、損傷
等の問題が発生した場合。
5. 参加者個人の責任であり、参加者当人が支払う義務のある、納税義務
（もしあれば）
6. アプリケーションの機能またはアクセシビリティー
7. アプリケーションに関連するウイルスまたはマルウェア
8. アプリケーションに関連するデータ侵害を含むあらゆる種類の違反参加者
は（プロモーターと当該参加者の間で）、本アプリケーションがプロモー
ターによる保証なしで「現状有姿」で提供されること、およびBlizzardが提
供するアプリケーションに関連するすべての保証または文書に従うことに
同意するものとします。
ii. プロモーターは、本規約に抵触する参加販売店の声明に拘束されず、当該声明に対し
て責任を負わないものとします。これには、クーポンコードおよびアプリケーション
の可用性に関する声明が含まれますが、これに限定されるものではありません。
e. 法律/申立先の選択
i. 適用される法律の強制的な規定により認められる最大限の範囲で、本規約の構成、
有効性、解釈、および強制力、または本キャンペーンに関連する参加者および本プ
ロモーターの権利および義務に関するすべての問題および質問は、法律の選択また
は抵触法の原則を適用（テキサス州か他の管轄かを問わず）（これにより、テキサ
ス州以外の管轄の法律が適用されることになる）することなく、テキサス州の法律
に準拠し、当該法律により解釈されるものとします。
ii. 適用される法律の強行規定により許容される最大限の範囲において、本キャンペー
ンまたはクーポンコードに関連して発生するあらゆる紛争、請求、および訴訟原因
は、集団訴訟に訴えることなく、カリフォルニア州西部地区の連邦地方裁判所また
はテキサス州トラビス郡に所在する適切なテキサス州裁判所により個別かつ独占的
に解決されるものとします。
iii. 法域によっては特定の救済措置または損害賠償の制限を認めていない場合がある
ため、お客様には上記の制限が適用されない場合があります。
f. 契約の解除
i. 適用される法律の強制的な規定により認められる最大限の範囲で、プロモーター
は事前予告なしに本キャンペーンの規約をいつでも取り消す権利を留保します。
プロモーターは、適用される法律により本キャンペーンが課税、規制、禁止、制
限される場合は、本キャンペーンの無効を宣言する可能性があります。
g. 個人情報
i. 参加者は、本プロモーションの一部として提出されるすべての個人情報はAdvanced
Micro Devices Inc.のプライバシーポリシーに従い、本キャンペーンを管理することを
目的として、Advanced Micro Devices Inc.およびカナダに所在するその代理店により収
集および処理されることを認識し、理解しているものとします。参加者の権利、
Advanced Micro Devices, Inc.が参加者の個人情報を処理する方法、およびAdvanced
Micro Devices, Inc.への連絡方法の詳細については、
https://www.amd.com/en/corporate/privacyに掲載されているプロモーターのプライバ
シーポリシーをご覧ください。
ii. 本キャンペーンに参加することで、参加者の個人情報がその居住国以外のサーバー
に転送・保存されることに参加者は同意するものとみなされます。当該国では、個
人情報に対して参加者の居住国と同レベルの保護が提供されていない可能性があ
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り、AMDまたはAMDの第三者の代理店かサプライヤーのいずれかに勤務する米国内
の人員により、本規約に記載される目的のために処理される可能性があります。参
加者は、転送、保存、および/または処理が実施されることに同意し、AMDのプライ
バシーポリシーに従って当該情報が安全に取り扱われることを保証するために、
AMDが合理的に必要な措置を講じることを承認するものとします。ご自身の個人情
報の処理に関するご質問/懸念がある場合、またはかかる個人情報に関する権利を行
使することを希望する場合は、AMD Communication Preference Centre
（memberservices@amd-member.com）宛に、また郵送の場合は「AMD Web Services
Team, 1 Commerce Valley Dr. East, Markham, ON L3T 7X6, Canada」宛にお問い合わせく
ださい。
iii. 収集される個人情報には、氏名、メールアドレス、郵便番号、国、州、地域が含ま
れます。当該個人情報は、(a) 本キャンペーンに関連して参加者に連絡するため、
(b) 参加者がAMDから追加情報を受け取ることを希望した場合、追加情報を参加者に
送信するために使用されます。参加者は、自身の個人データに対するアクセス、修
正、削除する権利を有し、また特定の状況下でのデータ収集に対して異議を唱える
権利を有します。当該権利を行使する場合は、support@amdrewards.com宛にご連絡
ください。
iv. AMDは、(a)本キャンペーンの管理およびアプリケーションの提供、(b)政府当局の法
的要求事項の遵守、(c)AMDの権利または財産の保護および擁護、(d)本規約の執行に
必要な場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
v. 欧州経済領域（EEA）の個人にのみ適用：参加者は以下の事項を理解するものとし
ます。
1. 参加者は随時、参加者の個人情報に関連付けられる個人情報をAMDが使用お
よび保存することへの同意を撤回する権利を有しますが、(a) 撤回前の同意に
基づく場合、または(b) AMDが正当な事業利益（当該利益には、AMD製品およ
び/またはサービスのマーケティングとプロモーションが含まれます）を受け
る場合は、撤回によりAMDの処理の合法性に影響は発生しないものとしま
す。
2. 参加者は、AMDが保持する参加者の個人に関連する個人情報に関して一定
の権利を有しており、一部の例外を除いて、参加者は、参加者の個人情報
へのアクセス要求、その情報修正、消去、処理に関して異議を申し立てる
権利、またはその情報へのアクセスを制限する権利、およびデータポータ
ビリティーの権利を有しています。
3. 参加者は、AMDが保持する自身の個人情報のコピーを機械可読形式で受け
取る権利、または別の事業体に転送させる権利を有する場合があります。
4. 参加者に関連付けられる個人情報は、当初収集されたマーケティングおよび
プロモーション活動を実施するために必要な期間、AMDによって保持されま
す。
5. 自身の個人情報に関連付けられる情報をAMDが処理する方法に不満があ
る場合は、参加者はEEA加盟国のデータ監督当局に苦情を申し立てる権利
を有します。
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