
A4（210mm×297mm）

Service Partner in Japan

*1 There is a possibility that the Eligible Participants who submit My Number and therea�er send money cannot be 
entered into the prize draw depending on the situation of registration procession. The processing days for My Number 
registration may vary depending on the submission method, the timing of submission and the number of submissions. 

*2 This Promotion is not applicable to all transactions sent using Seven Bank Philippine Money Transfer Service 
with BDO Unibank.

*3 Prizes are subject to change without notice and any replacement prize will be of equivalent value.
*4 Subject to applicable telephone service provider’s charges (if any).

※1 お客様のマイナンバー提出後の送金であっても、登録処理の状況によっては本プロモーションの抽選対象から外れる可能性があります。マイナ
ンバーの登録処理日数は、利用者のマインバーの提出方法、提出時期、提出件数などにより変動します。予めご了承ください。

※2 セブン銀行フィリピン送金サービスwith BDO Unibank は適用致しません。予めご了承ください。 
※3賞品の内容は予告なく変更される場合がございます。告知した賞品が提供できない場合、主催者は同等の価値を持つ賞品に変更する権利を留
保します。

※4通信事業者により通話料金が掛かる場合があります。予めご了承ください。

© 2018 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved. All trademarks, service marks, and trade names referenced in this material are the property of their respective owners.

Win up to

Submit My Number*1 and send money from Japan using
Seven Bank International Money Transfer Service*2 
via Western Union within the promotion period, 
and you can get a chance to win up to ¥100,000 in cash. 
In addition to those who submit My Number*1 during the period, 
those who have already submi�ed My Number*1 can also join the promotion. 

¥100,000
cashback
Submit My Number*1 and 
send money right now

最大10万円のキャッシュバック
マイナンバー※1を登録して今すぐ送金

プロモーション期間中にマイナンバー※1を登録し、セブン銀行の国際送金サービス※2

（ウエスタンユニオン®）をご利用いただきますと、抽選で現金最大10万円が
当たります。なお、マイナンバー※1登録済みの方も対象となります。

• Promotion Period: from December 10th, 2018 to January 31st, 2019

• Prizes*3 & Apply Conditions:   
    1st Prize: Cash Award of ¥100,000 (10 winners) Send money abroad 8 times or more
   2nd Prize: Cash Award of ¥50,000 (20 winners) Send money abroad 4 times or more
   3rd Prize: Cash Award of ¥40,000 (30 winners) Send money abroad 3 times or more
   4th Prize: Cash Award of ¥20,000 (75 winners) Send money abroad twice or more
   5th Prize: Cash Award of ¥2,000 (50 winners) Send money abroad once or more 

• Eligible Customers:  This Promotion is open to customers residing in Japan, who submit My 
Number*1 (Individual Number) and send money abroad at least once by Seven Bank International 
Money Transfer Service*2 via Western Union during the promotion period. For every transaction, 
sender is automatically entered into the raffle draw. In addition to those who submit My Number*1 
during the period, those who have already submitted My Number*1 can also join the promotion.

• Application Method: Automatic entry

• Number of Winners: 185 customers in total　

• Draw Dates: February 28th, 2019

• Selection of Winner: The winners will be selected by random draw.

• Winning Notification: Notification to the winners will be made within thirty (30) days after the raffle 
draw. The delivery of the prize to winners will constitute a notification of the result of draw.

   If you wish to opt-out of this promotion, please call our Customer Service Center at
  0034-800-400-733 (Toll Free*4 within Japan).

• プロモーション期間：2018年12月10日～2019年1月31日

• 賞品※3及び応募条件：
   １等賞：現金 ¥100,000 （10 名様） 8 回以上の国際送金サービス利用
   ２等賞：現金 ¥50,000 （20 名様） 4 回以上の国際送金サービス利用
   ３等賞：現金 ¥40,000 （30 名様） 3 回以上の国際送金サービス利用
   ４等賞：現金 ¥20,000 （75 名様） 2 回以上の国際送金サービス利用
   ５等賞：現金 ¥2,000 （50 名様） 1 回以上の国際送金サービス利用

• 応募資格：プロモーション期間中にマイナンバー（個人番号）※1を登録しセブン銀行の国際送金サー
ビス※2（ウエスタンユニオン）をご利用いただき、１回以上送金をされた日本居住のお客様を自動的
に抽選対象者として登録いたします。なお、マイナンバー※1登録済みの方も対象となります。

• 応募方法：自動エントリー

• 当選者数：合計185名

• 抽選方法：厳正なる抽選を行い、当選者を決定いたします。

• 抽選日：2019年2月28日

• 当選発表：当選通知は抽選のうえ当選者を決定し、30日以内に賞品の発送をもって発表にかえさせ
て頂きます。

   本プロモーション参加辞退を希望される場合、
   カスタマーサービスセンター0034-800-400-733（国内専用フリーダイヤル※4）にご連絡ください。

© 2018 Western Union Holdings, Inc.  無断複写・転載を禁じます。本文書に掲載の全ての商標、商標名、商号は各所有者に帰属します。
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Western Union® Cashback Reward
Promotion Via Seven Bank
(“Promotion”)

ウエスタンユニオン®キャッシュバック・
プロモーション（セブン銀行経由）
（以下、プロモーション）

Promotion Terms and Conditions
 1. Information on how to enter and prizes form part of these terms and conditions. By 

participating, entrants agree to be bound by these terms and conditions.

 2. The promoter is Western Union Japan K.K. (the “Promoter”).

 3. Entry is open to residents in Japan aged eighteen (18) years or above who satisfy the entry 
requirements outlined in clause 5 below (“Eligible Participants”). Employees (and their 
immediate families) of the Promoter, Seven Bank, Western Union® Agents and Sub-agents, 
and service providers, marketing agencies associated with this Promotion are ineligible to 
enter. Immediate family means any of the following: spouse, ex-spouse, de-facto spouse, 
child or step-child (whether natural or by adoption), parent, step-parent, grandparent, 
step-grandparent, uncle, aunt, niece, nephew, brother, sister, step-brother, step-sister or 1st 
cousin.

 4. This Promotion starts on December 10th (Monday), 2018 at 00:00 (Japan Time) and ends on 
January 31st, 2019 (Thursday), 2019 at 23:59 (Japan Time) (“Promotion Period”). Entries 
received after 23:59 (Japan Time) on January 31st, 2019 (or such later Promotion Period end 
date) will not be accepted and will be deemed invalid.

 5. All Eligible Participants, who submit My Number (Individual Number) and those who submitted 
My Number and send money abroad by Seven Bank via Western Union during the Promotion 
Period (excluding transactions sent using Seven Bank Philippine Money Transfer Service with 
BDO Unibank), will be automatically entered into the prize draw (“Qualifying Transaction”). 
There is a possibility that the Eligible Participants who submit My Number and thereafter send 
money cannot be entered into the prize draw depending on the situation of registration 
procession. The processing days for My Number registration may vary depending on the 
submission method, the timing of submission and the number of submissions.

 6. Multiple entries are permitted. Only one (1) Participation in this Promotion will be awarded per 
Qualifying Transaction. Each Qualifying Transaction must be made separately and in 
accordance with these terms and conditions. Regardless of the number of entries, an Eligible 
Participant may only win once.

 7. There will be a raffle draw on February 28th, 2019 (applicable period for transactions from 
December 10th, 2018 to through January 31st 2019) and there will be totally one hundred 
eighty-five (185) winners. Total amount of cash prize is four million eight hundred thousand 
(4,800,000) yen.

 8. Contents of the Prize will be determined and provided by the Promoter or a third-party 
provider. The Promoter is not able to entertain content requests from winners. Shipment will 
be arranged by the Promoter or a third-party provider. 

 9. The Prize will be sent by registered mail for cash within thirty (30) days of the draw by using 
information provided in the winning transaction. 

 10. In the event that any winner cannot be contacted within ten (10) business days after the draw, 
even if contact was unsuccessful, and all reasonable efforts having been taken to contact 
the winner, the relevant winner will be deemed forfeited any prize without compensation, 
and the Promoter reserves the right to conduct a further draw for a replacement winner. If 
the Promoter cannot deliver the prize due to unknown address or any error in the address 
provided by the winner, the relevant winner’s entitlement to the prize will be considered as 
invalid. The prize will be forfeited in favor of the Promoter without compensation to such 
winner.

 11. In the event that prizes become unavailable for reasons beyond the Promoter’s control, the 
Promoter may substitute with a prize of equal or greater value.

 12. The winner(s) shall be responsible for any tax arising for winning the prize. The prizes are 
provided by a third-party provider, subject to their respective terms and conditions as to 
product warranty. The third-party provider will be responsible for any matters arising from or 
in connection with the prizes, services, and/or information they provide in relation to which 
the Promoter will have no liability whatsoever. Any enquiry or complaint regarding the 
prizes, services, and/or information should be directed to such third-party provider.  The 
Promoter will not be held liable to the quality and availability of the prizes, services and 
information provided by the third-party provider, and excludes liability in connection with 
the Promotion once the winner(s) enjoys any benefit relating to the Promotion of the full 
extent permitted by law.

 13. If this Promotion is interfered with in any way or is not capable of being conducted as 
reasonably anticipated due to any reason beyond the reasonable control of Promoter, 
including but not limited to technical difficulties or failures, unauthorized intervention or 
fraud, vandalism, power failure, natural disasters, acts of God, civil unrest, strikes, infection 
by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, or any other causes 
beyond the control of Promoter, which corrupt or affect the administration, security, fairness 
or integrity or proper conduct of this Promotion, Promoter reserves the right, in its sole 
discretion, to the fullest extent permitted by law: (a) to disqualify any Eligible Participant; or 
(b) subject to any written directions from a regulatory authority, to modify, suspend, 
terminate or cancel the Promotion, as appropriate to give effect so far as reasonably 
possible to the original intent of this Promotion.

 14. Subject to any applicable laws which cannot be excluded, Promoter and its related bodies 
corporate and agents associated with this Promotion shall not be liable for any loss, damage 
or injury suffered or sustained by anyone (including, but not limited to, direct or indirect loss, 
consequential loss or loss arising from negligence) arising directly or indirectly out of or in 
connection with this Promotion or any prize provided as part of this Promotion.

 15. The Promoter collects personal information ("PI") in order to conduct the Promotion and may, 
for this purpose, disclose such PI to third parties, including but not limited to agents, contrac-
tors, service providers, prize suppliers and, as required, to regulatory authorities. Entry is 
conditional on providing this PI. The Promoter will also use and handle PI as set out in its 
Privacy Statement, which can be viewed at www.westernunion.com/JP/en/privacy-state-
ment-jp.html. The Privacy Statement also contains information about how Eligible 
Participants may opt out, access, update or correct their PI, and how Eligible Participants 
may complain about a breach of their privacy or any other applicable law and how those 
complaints will be dealt with. The Promoter will not disclose Eligible Participant’s personal 
information to any entity outside of the country in which it was originally collected. A request 
to access, update or correct any PI should be directed to the Promoter.

 16. To the extent that there is any inconsistency between these terms and conditions and other 
marketing materials or collateral produced in relation to this Promotion, these terms and 
conditions will prevail.

Responsibility Guideline
 1. Acceptance of any prize, benefit and/or offer provided by Promoter will be deemed as 

consent by the winner(s) to take part in any related publicity and using their name, likeness, 
image and/or voice for advertising and other promotional purposes without compensation, 
except as otherwise prohibited by any applicable law.

Visit us at www.westernunion.com/jp/newyear

プロモーション規約

 1. 抽選への参加方法および賞品に関する情報は、本規約の一部を構成します。抽選に応募すること
により、参加者は本規約に従うことに同意することとします。

 2. 本プロモーションの主催者はウエスタンユニオンジャパン株式会社です（以下、主催者）。

 3. 抽選への参加は、18 歳以上の日本居住者で、下記第 5 条（以下、参加有資格者）において記された
参加要件を満たす方々を対象とします。主催者、セブン銀行、ウエスタンユニオン®の取扱店及び
副代理店、本プロモーションに関連したサービス供給者又はマーケティング代理店の従業員（及
び近親者）は、抽選に参加できません。近親者とは、次のいずれかを意味します。配偶者、元配偶
者、事実上の配偶者、子供（実子又は養子であるかに係わらず）または継子、親、継親、祖父母、継祖
父母、叔父・伯父、叔母・伯母、姪、甥、兄・弟、姉・妹、継兄・継弟、継姉・継妹、従兄弟・従姉妹。

 4. 本プロモーションは、2018 年 12 月 10 日（月）00 時 00 分（日本時間）に開始し、2019 年 1 月 31
日（木）23 時 59 分（日本時間）に終了します（以下、プロモーション期間）。

 5. プロモーション期間中に、マイナンバー（個人番号）を登録の上、セブン銀行国際送金サービス
（ウエスタンユニオン）を利用したもの（及び既にマイナンバーを登録済みのもの）は有資格者と
なり、自動的に抽選に参加することとします（以下、資格付与取引）。マイナンバー提出後の送金
であっても、登録処理の状況によっては本プロモーションの抽選対象から外れる可能性があり
ます。マイナンバーの登録処理日数は、利用者のマインバーの提出方法、提出時期、提出件数など
により変動します。セブン銀行フィリピン送金サービス with BDO Unibank のご利用には適用
致しません。予めご了承ください。

 6. 抽選への参加は送金金額にかかわらず複数回可能とします。各資格付与取引は個別に、また本規
約に従って行わなければなりません。抽選への参加回数に係わらず、参加有資格者は 1 回に限
り、当選可能とします。

 7. 抽選は、2019年2月28日（対象期間2018年12月10日～2019年1月31日）に行い、合計185（百
八十五）名の当選者が選ばれます。賞品は総額 480（四百八十）万円です。

 8. 賞品内容の決定と手配は主催者または第三者（供給者）が行います。賞品内容に関して当選者か
らのご要望には一切お応えできません。予めご了承ください。賞品の発送手配は主催者または第
三者（供給者）が行います。

 9. 当選者には、抽選後の 30（三十）日以内に、現金書留により賞品を発送いたします。

 10. 合理的な手段により連絡措置を取ったにも係わらず、10（十）営業日以内に連絡が取れない場合、
当該当選者の受賞は無効とさせていただきます。また、代わりの当選者を選ぶために主催者はさ
らに抽選を行う権利を有します。住所不明、住所の記入不備や転居先不明を理由として賞品をお
届けできない場合、該当当選者の当選権は無効とさせていただきます。予めご了承ください。

 11. 主催者がその責めに帰することができない事由により、対象賞品が購入できない場合、賞品を同
等価値の物品に差し替え、または代替することができます。

 12. 当選者は賞品を受賞することで生じる税金に関して責任を有することとします。賞品は第三者
（供給者）から提供され、製品補償については、それぞれの規約が適用されることとします。賞品、
サービス、及び（または）関連情報、それらによって生じる一切の事柄について、主催者は責任を
負わないものとします。賞品、サービス、及び（または）情報に関する全てご質問や苦情は、第三者
（供給者）にご連絡願います。主催者は、第三者（供給者）が提供する賞品、サービス、情報の品質及
び入手可能性に対する責任は負わないこととし、当選者が本プロモーションに関連した一切の
利益を受益した時点で、適用法令により許容される最大限の範囲内で責任から除外されること
とします。

 13. 本プロモーションが何らかの方法で妨害されたり、または起因する主催者の合理的管理の及ば
ない一切の理由により、技術的な問題や障害、不正介入や不正行為、破壊行為、電源障害、自然災
害、天災、国内の騒擾、ストライキ、コンピュータ・ウィルスによる感染、バグ、システム改ざん、
不正介入、詐欺行為、または主催者の責めに帰することができないその他の原因によって、合理
的計画に沿って運営をすることが不可能になった場合、本プロモーションの管理、安全確保、公
平性、整合性、又は適正な実施が妨害されたり悪影響を受けた場合は、適用法令により許容され
る最大限の限度において、主催者独自の裁量により、下記の措置をとる権利を留保します。（a）
（任意の参加有資格者を失格とすること。（b）監督当局からの書面による指示に基づき、本プロ
モーションの本来の意図に実現可能な限り沿うようにし、本プロモーションを変更、中断、終了
または無効にすることができることとします。

 14. 除外が認められない適用法令に従うことを前提として、本プロモーション、または、本プロモー
ションの一貫として提供される賞品に直接的、間接的に起因する、または関連する一切の損失、
損害、損傷（直接または間接的な損失、結果的損失、過失から生じる損失を含みますが、それらに
限定されません）に関して、主催者及び本プロモーションに関連する企業及び代理店は、責任を
負わないこととします。

 15. 主催者は本プロモーションの実施のために、個人情報を収集します。（同目的のために個人情報
を代理店・契約店、サービス供給者、賞品供給者等を含む、限定されない第三者、または必要に応
じて監督官庁に対して、提供できることとします。参加は、この個人情報の提供を条件とします。
主催者は下記のプライバシーに関する声明で定めているとおり、個人情報を使用し、取扱いま
す。www.westernunion.com/JP/en/privacy-statement-jp.html プライバシーに関する声明は、
参加有資格者が、個人情報を選択的に非記入、アクセス、更新又は訂正する方法、参加有資格者が
自分のプライバシー侵害、その他の申し立てる方法、また苦情の取扱いに関する情報を含んでい
ます。主催者、個人情報が収集された国から、国外の団体に対して参加有資格者の個人情報を開
示することはありません。個人情報へのアクセス、更新または訂正に関するご要望につきまして
は、主催者へご連絡願います。

 16. 本規約と本プロモーションに関連して作成されたその他のマーケティング資料や販促用品との
間に矛盾がある場合、本規約が優先されることとします。

責任のガイドライン

 1. 適用法令によって特に禁止されている範囲を除き、主催者によって提供される賞品・利益及び
（又は）サービス等の申出を受けることは、受賞者が一切の関連広報に参加し、広告や販促活動の
目的のために、自分の名前、肖像、画像及び（または）音声を無償で使用されることに同意したも
のと見なされます。

詳しくは www.westernunion.com/jp/newyear
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