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No.20-04-08C

2020 年 4 月 8 日
株式会社ディーエイチシー

【DHC×KEYUCA】
春の栄養バランスキャンペーン 実施のお知らせ

株式会社ディーエイチシー（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋

芳枝）は、

ライフスタイルショップ「ＫＥＹＵＣＡ」とタイアップし、2020 年 4 月 8 日(水)より
“春の栄養バランスキャンペーン”を DHC オンラインショップ・ＤＨＣ直営店にて展開致します。

本キャンペーンにおいては、「DHC ビタミン・ミネラルシリーズ累計 3 億 2,000 万個突破」に感謝の気持ちを込
めて、“栄養バランスは、充実した食生活から。”のコンセプトのもと、DHC オリジナルの KEYUCA キッチングッズ
を企画。対象者のなかから抽選で、いつもの食卓がちょっと楽しくなるようなノベルティをプレゼントいたします。

■キャンペーン概要
毎日の食卓を彩る DHCオリジナルKEYUCAキッチングッズ プレゼントキャンペーン
DHC ビタミン・ミネラルシリーズを一度に税込 2,000 円以上ご購入いただいたお客様のなかから抽選で
3,000 名様に、DHC オリジナル KEYUCA キッチングッズが当たるキャンペーンを実施いたします。
【期間】2020 年 4 月 8 日(水)~6 月 3 日(水)
【販路】通信販売、ＤＨＣ直営店
【キャンペーンページ URL】 https://www.dhc.co.jp/goods/cagoods.jsp?cCode=10215001

＜抽選キャンペーン＞
以下KEYUCAコラボ賞品から、抽選でいずれか１点をプレゼント。(どのアイテムが届くかはお楽しみ♪)
・「マルチクロス(2枚セット)」 × 1,000名
・「波佐見焼スクエア小皿(2枚セット)」 × 1,000名
・「磁器マルチボウル(M・S 各 1 個)」 × 1,000 名
■対象
①1注文でビタミン・ミネラル群商品を税込2,000円以上ご購入の方(期間中の、定期便新規加入者も含む)
②期間中にお届けのある定期便加入者のうち、ビタミン・ミネラル群商品で1回のお届け金額が税込2,000円以上の方
<キャンペーン対象商品一覧>

商品番号

商品名

通常価格

商品番号

(税抜)

商品名

通常価格
(税抜)

1

2140 ビタミンＣハードカプセル（徳用90日分）

¥629

19

32194 カルシウム＋ＣＢＰ（30日分）

2

2144 マルチビタミン（徳用90日分）

¥886

20

32195 カルシウム＋ＣＢＰ（徳用90日分）

3

2147 ビタミンＣパウダー

¥320

21

32322 カルシウム/マグ（30日分）

4

2151 マルチミネラル（徳用90日分）

¥1,239

22

32323 カルシウム/マグ（徳用90日分）

¥1,060

5

2166 ビタミンＣハードカプセル（30日分）

¥250

23

32337 のびっこＣＢＰ

¥1,286

6

2169 亜鉛

¥267

24

32452 天然ビタミンＥ[大豆]（30日分）

7

2230 マルチビタミン（30日分）

¥353

25

32453 天然ビタミンＥ[大豆]（徳用90日分）

¥1,110

8

2233 マルチミネラル（30日分）

¥458

26

32590 パーフェクトサプリ マルチビタミン＆ミネラル

¥1,780

9

2288 マルチカロチン

¥867

27

32738 持続型ビタミンＣ

¥360

10

2297 天然ビタミンＣ[刺梨]

¥900

28

32739 持続型ビタミンＢミックス

¥329

11

2311 天然ビタミンＡ

¥1,460

29

32764 パーフェクト サプリ ビタミン＆ミネラル 妊娠期用

¥1,980

12

2347 天然ビタミンＥ[ヒマワリ]

¥610

30

32765 パーフェクト サプリ ビタミン＆ミネラル 授乳期用

¥1,280

13

2401 天然ビタミンＣ[アセロラ]

¥1,477

31

32844 ヘム鉄30日分

14

2406 ビタミンＫ

¥800

32

32845 ヘム鉄 徳用90日分

¥239

33

32846 持続型葉酸

¥360

¥1,429

34

32847 持続型ビオチン

¥360

35

32898 ビタミンD

¥286

15

32020 葉酸

16

32047 コツプレミアムＣＢＰ

17

32167 ビタミンＢミックス（30日分）

¥229

18

32169 ビタミンＢミックス（徳用90日分）

¥600

¥440
¥1,180
¥380

¥380

¥580
¥1,680

[応募について]
●定期便複数コースの合算、定期便と通常注文との合算、予約販売商品のご注文は対象外。
●抽選は一度に2,000円(税込)のご購入を1口として、何口でもご応募いただけます。
●ご注文後に一部商品をキャンセルされるなどしてご購入合計が2,000円(税込)を下回った場合は、キャンペーン応募
受付後であってもご応募を取り消させていただきます。
●欠品などの事情によりご購入金額が2,000円(税込)に満たない場合、キャンペーン応募対象外となります。
ご購入金額の確認ができるオペレータ応答ダイヤルまたはインターネットからのご注文をおすすめいたします。
●懸賞への応募受付の確認、抽選結果に関するお問い合わせには対応いたしかねます。
●ご応募の際の必要事項に不備や虚偽があった場合は無効とさせていただきます。
●当キャンペーンと同時に行われているDHC商品を対象とした他のキャンペーンには当選できない場合がございますので、
予めご了承ください。
●当選権利を転売・譲渡することはできません。
●長期ご不在等で賞品をお受け取りいただけなかった場合には、権利放棄とみなし当選取り消しとさせていただきます。
●商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。

■ノベルティ概要
華やかな花柄がキュートな マルチクロス
繊細な織りで表現した花々が魅力的な 3 重ガーゼのクロスの 2 枚セットです。
キッチンクロスとしてはもちろん、ハンドタオルやランチョンマットなど、
マルチに活躍する絶妙なサイズ。かさばらないガーゼ素材なので、収納しやすいのも◎。
セット内容：クロス(ピンク)×1 枚 クロス(イエロー)×1 枚 非売品
サイズ：約 34×45cm 材質：綿 100％ ベトナム製
やわらかな色合いで味わい深い 波佐見焼スクエア小皿
やわらかな色合いと伝統的な十草柄の凹凸が味わい深いプレートの 2 枚セットです。
タイルを思わせるシンプルな正方形で、お茶菓子用の小皿としても、小物やアクセサリー
置きとしてもおすすめです。磁器製なので電子レンジにも対応しています。
セット内容：小皿(ブルー)×1 枚 小皿(イエロー)×1 枚 非売品
サイズ：幅 11×奥行き 11×高さ 1.2cm 材質：磁器 日本製
温め・保存ができて、そのまま食卓に出せる 磁器マルチボウル
細かいタイル柄がかわいらしく、そのまま食卓に出せる保存容器の 2 個セットです。
優れた密閉性と、冷蔵はもちろん冷凍庫でも使える優れものです。磁器製なので、
色やにおいがつきにくく、長くお使いいただけます。蓋をしたまま電子レンジも OK です。
セット内容：ボウル(ブルー)[M]×1 個 ボウル(ピンク)[S]×1 個 非売品
サイズ：[M]直径 13.3cm×高さ 6cm（約 320ml）
[S]直径 10.2cm×高さ 6cm（約 190ml）
材質：本体（磁器）,フタ（ポリプロピレン）,パッキン（エラストマー）,バルブ（シリコーンゴム） 日本製
[賞品について]
・厳正なる抽選のうえ、賞品の発送(6月下旬頃)をもって発表にかえさせていただきます。
・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。
・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。
以上

■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）

