ＮＥＷＳ

ＲＥＬＥＡＳＥ

No.18-05-10G

2018 年 5 月 10 日
株式会社ディーエイチシー
～【通信販売限定】DHC ビールご購入で、サガン鳥栖グッズが当たる！～

「DHC ビールを飲んでサガン鳥栖グッズをもらおう！」キャンペーン開始のお知らせ
2018 年 5 月 1 日(火)よりキャンペーン開始

株式会社ディーエイチシー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼ＣＥＯ：𠮷田嘉明、以下：ＤＨＣ）は、
２０１８年 5 月 1 日（火）より、日本プロサッカーリーグ(Ｊ１所属)「サガン鳥栖」とコラボした
キャンペーンを実施致します。
今回のコラボキャンペーンは、第一弾(2018 年 5 月 1 日～7 月 4 日)／第二弾(2018 年 7 月 5 日～
9 月 5 日)と４ヶ月間に亘るキャンペーン期間中に、ＤＨＣビールの対象商品をご購入頂いたお客様の中から
抽選でサガン鳥栖グッズをプレゼント致します。
第一弾では、2018 サガン鳥栖レプリカユニフォームを 30 名様に。
第二弾では、2018Ｊリーグ公式試合球(1 名様)または、サガン鳥栖
サインボール(29 名様)を計 30 名様にプレゼント。第一弾・第二弾ともに、
うち 10 名様には【全選手・監督の直筆サイン入り】が当たるファンには
嬉しい特典もご用意！さらに、Ｗチャンスとして、外れた方の中から抽選
で、サガン鳥栖タオルマフラーが 100 名様に当たります。Ｗチャンス
にも、【選手の直筆サイン入り写真付き(27 名様)】が当たるチャンス。
キャンペーンに関する詳細につきましては、ＤＨＣオンラインショップ
をご確認ください。 (https://www.dhc.co.jp/goods/cagoods.jsp?cCode=11506001)

【応募方法】各賞品の応募受付期間内に、DHC通販にて対象商品を応募用番号でご購入頂くと自動
エントリーされます。「6本セット」で1エントリー、「12本セット」で2エントリー
となります。ご購入完了と同時にエントリーが完了となります。
※通販限定のため、DHC直営店では実施しておりません。
※お一人様何回でもご応募頂けます。詳細はDHCオンラインショップをご確認ください。

ＤＨＣ
通販限定
第一弾 [応募受付期間：2018年5月1日～7月4日]

2018サガン鳥栖レプリカユニフォームＦＰ(1st) 抽選で

30名様

【左より】
DHC ゴールデンマイスター [無濾過]
DHC ラガービール
DHC エクストラ スペシャル ビター [アメリカンスタイル]
DHC ブラックラガー

第二弾 [応募受付期間：2018年7月5日～9月5日]

2018Ｊリーグ公式試合球
またはサガン鳥栖サインボール

抽選で

Ｗチャンス [応募受付期間：2018年5月1日～9月5日]

サガン鳥栖 タオルマフラー

30名様

2018Ｊリーグ公式試合球(5号球)
※全選手＆監督サイン入り
【1名様】

抽選で100名様

うち27名様は、
選手の直筆サイン入り写真付き！

または
サガン鳥栖 サインボール(2号球)
〈うち全選手＆監督サイン入り：9名様〉
【29名様】
※「サガン鳥栖 サインボール(2号球)」は商品名です。

〈サイズ：Ｌ／素材：ポリエステル100％〉

第1弾・第2弾に
はずれた方の中から

〈サイズ：約縦20×横10cm／素材：綿100％〉

※画像はイメージにつき、デザインが変更になる場合があります。※印刷により、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。※各商品のサインおよび写真の有無は選べません。

■本件に関するお問い合わせ■
株式会社ディーエイチシー
TEL: 0120-333-906

〒106-8571

24 時間受付

東京都港区南麻布 2-7-1

年中無休（年末年始をのぞく）

■「DHC ビールを飲んでサガン鳥栖グッズをもらおう！」キャンペーン概要
【キャンペーン期間】
第一弾：2018年5月1日(火)～2018年7月4日(水)／第二弾：2018年7月5日(木)～2018年9月5日(水)
【販路】
通信販売限定
【応募条件】
・DHC通販（直営店は含まない）で、応募対象商品をご購入いただくと自動エントリーされます。
※「6本セット」のご購入で1 エントリー、「12本セット」のご購入で2エントリーとなります。
※お一人様何回でもご応募いただけます。
【販売価格】
≪ 6本セット≫ ¥2,220(税抜)/¥2,397(税込) 送料無料
≪12本セット≫ ¥4,440(税抜)/¥4,795(税込) 送料無料
※上記6本セット商品は、送料：670円が無料。12本セットは、送料：770円が無料となります。
北海道･沖縄県のみ、1 セットにつき別途400 円のクール便配送料を申し受けます。
【応募対象商品】
≪第一弾≫2018サガン鳥栖レプリカユニフォーム応募用
[応募期間2018年5月1日～7月4日]

セット番号

サガン鳥栖応援 ６本セット（１エントリー）

・DHC ラガービール ×２本

41090

・DHC ゴールデンマイスター [無濾過]×２本

・DHC ブラックラガー ×２本
サガン鳥栖応援 12本セット（２エントリー）

・DHC ラガービール ×３本
・DHC エクストラ スペシャル ビター [アメリカンスタイル] ×３本

41091

・DHC ゴールデンマイスター [無濾過] ×３本
・DHC ブラックラガー ×３本

≪第二弾≫2018Ｊリーグ公式球/サインボール応募用
[応募期間：2018年7月5日～9月5日]

セット番号

サガン鳥栖応援 ６本セット（１エントリー）

・DHC ラガービール ×２本

41092

・DHC ゴールデンマイスター [無濾過]×２本

・DHC ブラックラガー ×２本
サガン鳥栖応援 12本セット（２エントリー）

・DHC ラガービール ×３本
・DHC エクストラ スペシャル ビター [アメリカンスタイル] ×３本
・DHC ゴールデンマイスター [無濾過] ×３本
・DHC ブラックラガー ×３本

41093

【その他】
・厳選なる抽選の上、賞品の発送（第一弾:7 月下旬頃/ 第二弾・W チャンス賞:9 月下旬頃）を
もって発表にかえさせていただきます。
・全キャンペーン期間を通じて、お一人様30 セットまでのご注文とさせていただきます。
・諸事情により、賞品内容が変更・中止となる場合がございます。
・サインおよび写真の有無は選べません。
・移籍などの兼ね合いで、選手のサインは変更になる場合がございます。
・各賞品は景品表示法の範囲内となっております。
・賞品をお受け取りいただけず弊社に返送されますと、当選の権利は破棄されますのでご注意ください。
・大島町、八丈島を除く伊豆諸島、小笠原諸島へのお届けはできません。
・DHC ビールの賞味期限は 150 日です。お受け取り後は、要冷蔵でお願い致します。

■DHC ビール 商品ラインナップ

ＤＨＣ ラガービール
アジア・ビアカップ2016
ライトラガー部門
金賞受賞

キレとまろやかさが絶妙。
ビール党も唸る黄金ラガー
“飲み飽きないビール”を追及した、
日本で大人気のラガータイプ。
爽やかなホップの香りが生み出す
まろやかな味わいと、
キレのあるのどごしが魅力。
ライトな口当たりで飲みやすく、
クラフトビール初心者の方にも
オススメです。
「アジア・ビアカップ2016」で
金賞を受賞※し、世界レベルの
美味しさを認められました。
※アジア・ビアカップ2016 ライトラガー部門 金賞受賞

ＤＨＣ エクストラ スペシャル ビター [アメリカンスタイル]
苦味とコクに思わずハマる。
柑橘系アロマのエールタイプ

近年の地ビールブームで
注目を浴びている、強い苦みが特徴の
エールビール。
トロピカルフルーツやシトラス
のような柑橘系のホップの香りを
かけあわせました。
苦味とコクの絶妙なバランスを保ち、
成熟した味わいに
仕上げています。

ＤＨＣ ゴールデンマイスター [無濾過]
酵母本来の旨みがそのまま。
醸造家だけが味わえた無濾過ビール
金賞受賞「DHC ラガービール」の
原料はそのままに、
あえて“無濾過”でご提供。
醸造家がビールの出来を確かめる時に
しか味わうことのできない、
特別な旨みをそのまま閉じ込めたビール。
酵母を除去せず、
ビール本来の美味しさを追求しました。
飲んだ瞬間、酵母がもたらす
甘みを帯びたコクと、
麦芽の旨みが口いっぱいに広がります。

ＤＨＣ ブラックラガー
インターナショナル・ビアカップ2016
ジャーマンスタイル・シュバルツビール部門
銀賞受賞

香ばしいロースト感が鮮烈。
キレ味爽快な黒ビール
御殿場産ならではの味を追求し、
隠し味に地場の大麦を使用。
シャープな中にもコクのある味に
仕上げております。
麦の旨みを生かしつつ、
特有の香ばしさと、シャープで爽快な
のどごしを追求。
黒ビールらしいローストモルトの
香ばしさと、爽快なキレ味をご堪能くださ
い。
「インターナショナル・ビアカップ2016」

で銀賞を受賞した、本場ドイツ発祥の
「シュバルツ」スタイルの黒ビールです。
※インターナショナル・ビアカップ2016
ジャーマンスタイル・シュバルツビール部門 銀賞受賞
＊「富士燦燦®ブラック」として出品

以上

