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消費者様ご当選までの流れ

グラス1杯のオーダーにつき、1枚のスピードくじを消費者
様にお渡しください。（例：3杯オーダーの場合は3枚）
※1本（750ml）7杯取りでご換算ください。

1本（750ml）につき、7枚のスピードくじと、1枚のプロモー
ション内容説明書が貼付されています。

※スピードくじにご参加されるには、消費者様のフェイス
ブック個人用アカウントが必要です。 

1

消費者様がフェイスブックの当プロモーションページに
アクセスし、スピードくじに記載されているシリアルコード
を入力されると、その場で当たりが分かります。

2

2014年10月～2015年1月の各月の初旬に、ご当選された
消費者様へ弊社よりお食事クーポンをお送りいたします。
※貴店でお食事をされた消費者様がご当選された場合、
消費者様にお食事クーポンを送付する前に、弊社営業
経由で貴店にご連絡差し上げます。

3

イタリアワインを、全国でより多くの方々に楽しんでいただくための
“ダブル・プロモーション”のご案内です。

対象商品をお取り扱いいただいた業務店様に、
貴店はもちろんのこと、貴店のお客様（消費者様）にも

プレゼント当選のチャンスがあります。
この機会に、魅力的なイタリアワインをぜひご拡販ください。

“キング・オブ・スプマンテ”フェッラーリのオーダー1杯につき、貴店で再度お食事が
できる¥10,000分のお食事クーポンを、合計200名様にプレゼントいたします。 月日1月9年 より2014 水日24月12年 まで2014開催期間

Doppia Promozione 2014
ダブル・プロモーション

業務店様＋貴店のお客様対象

フェッラーリ イタリアン・アート・オブ・リビング・プロモーション

月日1月9年 より2014
水日24月12年 まで2014

開催期間

プロモーション期間中、対象商品（下記）をバイ・ザ・
グラスでメニューにご掲載、消費者様におすすめいた
だける店舗様にて、対象商品をオーダーの消費者様。

参加資格

対象商品

①フェッラーリ・マキシマム・ブリュット
 （750ml）
②フェッラーリ・マキシマム・ロゼ
 （750ml） Festa Italiana

フェスタ・イタリアーナ

ダブル・プロモーション 1
業務店様向けプレゼント
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 The Italian Art of Living Promotion

期間中“キング・オブ・スプマンテ”フェッラーリ社の対象商品に、
スピードくじが添付されます。フェッラーリのオーダー1杯につき
1枚のスピードくじを消費者様にお渡しいただくと、抽選で
毎月5 0名、合計200名様に、貴店で再度お食事ができる
¥10,000分のお食事クーポンをプレゼントいたします。

スピードくじサンプル

対象商品のワインボトルの裏面に、ビニールポケットが貼付されており、
その中に7枚のスピードくじと、1枚のプロモーション内容説明書が入っています。

対象商品ボトル裏面▶

◀プロモーション内容
   説明書 サンプル
 （表/裏）

◀スピードくじ
   サンプル（表/裏）

フェッラーリをオーダーされたお客様へのご案内方法
●グラス1杯のオーダーにつき、1枚のスピードくじを消費者様に
お渡しください。（例：3杯オーダーの場合は3枚）

●1本（750ml）7杯取りでご換算ください。1本（750ml）につき、
7枚のスピードくじが貼付されています。

お客様が当選された場合
●貴店でお食事をされた消費者様がご当選された場合、消費者様にお食事
クーポンを送付する前に、弊社営業経由で貴店にご連絡差し上げます。

●その後、クーポン総額をご指定の銀行口座に弊社よりお振込いたします。
●お客様にご使用いただくクーポンの有効期限は、発券後2ヶ月と致します。
●その他ご不明点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

www.jetlc.co.jp
     www.facebook.com/jetlc

0120-200105日欧商事（株）フェッラーリ・プレゼント・プロモーション係

プロモーション期間中、抽選で毎月50名、合計200名様に、
貴店で再度お食事ができる

¥10,000分のお食事クーポンをプレゼントいたします。

プロモーション内容説明書

当たる！

応募方法

開催期間

右下のQRコード、または下記URLより、フェイ
スブックの当プロモーションページへアクセスし

てください。シリアルコードを入力後、その場で当たりが分かる、
スピードくじにご参加いただけます。
www.facebook.com/jetlc

※お食事クーポンは、このカードをお受け取りになられた
レストランでのみご利用になれます。
※詳細はキャンペーンページよりご確認ください。

ご応募には、右記シリアルコードのご入
力が必須となります。ご応募が完了する
まで大切に保管してください。

（毎月50名様、合計200名様に当たります）

フェッラーリを飲むと

¥10,000分お食事クーポンが

00000

※ご応募には、フェイスブック個人用アカウントが必要です。 

日1月9年 ～2014 日24月12

7枚のスピードくじと
1枚の内容説明書入り

ビニールポケット

ダブル・プロモーション 2
消費者様向けプレゼント

フェッラーリ イタリアン・アート・オブ・リビング・プロモーション
 The Italian Art of Living Promotion

業務店様へ
このたびは当プロモーションへご参加いただき

誠にありがとうございます。
お客様へのご案内方法は、裏面をご参照ください。

フェッラーリ イタリアン・アート・オブ・リビング・プロモーション
The Italian Art of Living Promotion

このたびは当プロモーションへご参加いただき
誠にありがとうございます。詳細は裏面をご参照ください。

フェッラーリ イタリアン・アート・オブ・リビング・プロモーション

The Italian Art of Living
Promotion



応募要項

エントリーシートFAXご送付先（日欧商事株式会社）

クラス区分

L クラス
座 席 数

60席以上（着席）

30席以下（着席）
Mクラス 31～59席以上（着席）
S クラス

XSクラス バー（スタンディング）

4名各クラス2位 イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”ご優待
渡伊サポート費用（250,000円）

4名各クラス3位 イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”ご優待
渡伊サポート費用（200,000円）

4名各クラス4位 イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”ご優待
渡伊サポート費用（150,000円）

4名各クラス5位 イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”ご優待
渡伊サポート費用（130,000円）

4名各クラス1位  イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”ご招待
（航空券・宿泊費込）

1名グランプリ  イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”ご招待
（航空券・宿泊費込）

プロモーション期間中、対象商品をお取り扱いいただいた業務店様を、ご購入
金額に応じて「イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”」へご招待&ご優待いたします。

Festa Italiana

1

3

4

2

フェスタ・イタリアーナ

イタリア“主要ワイナリーを巡る旅”訪問先

フェッラーリ

トレンティーノ・アルト・アディジェ州1

オーナーファミリー

カミッラ・
ルネッリ氏

マァジ

ヴェネト州2

オーナーファミリー

アレッサンドラ・
ボスカイーニ氏

プラネタ

シチリア州4

オーナーファミリー

フランチェスカ・
プラネタ氏

Ci Vediamo in Italia!
イタリアで会いましょう！

マルケージ・デ・フレスコバルディ

トスカーナ州3

オーナーファミリー

ダイアナ・
フレスコバルディ氏

フェッラーリ マァジ プラネタマルケージ・デ・
フレスコバルディ

月日1月9年 より2014
水日24月12年 まで2014

開催期間

プロモーション期間中、対象ワイナリー（下記）より
最低3アイテムを、バイ・ザ・グラスでメニューにご掲載、
消費者様におすすめいただける店舗様。

参加資格

クラス区分

対象商品 下記4ブランドの全商品102アイテム

席数とフロア面積によって4クラスに区分し、
それぞれのクラスごとに審査させていただきます。

※このプロモーションにご参加されるすべての店舗様を、
   上記のいずれかのクラスに区分させていただきます。

①グランプリは、全参加店舗様中、対象商品の合計お買い上げ
金額がもっとも高い店舗様となります。

②各クラスの1位～5位は、クラスごとに対象商品の、1席あたり
のお買い上げ金額で決定させていただきます。

   ※お買い上げ金額÷席数で算出
③席はご使用の有無にかかわらず、全席をカウントさせて
いただきます。
④ご購入金額は、上代（希望小売価格・税別）にて算出させて
いただきます。

⑤期間中ご販売いただいた対象商品は、グラス、ボトルを問わず、
すべてを審査の対象といたします。

このプロモーションにご参加されるすべての店舗様は、下記3点に
ご了承いただけたものとします。
①当リーフレット下部の「フェスタ・イタリアーナ エントリーシート」
にご記入、ご提出いただくこと。
②期間中毎月、対象商品ご購入本数をカウントし、専用用紙に
ご記入、ご提出いただくこと（専用用紙は当リーフレットに折り
込んであります）。

③グランプリおよび各クラスの1位～5位入賞店舗様には、
②の専用用紙のほかに、証明となる「納品書などのコピー」を
ご提出いただきます。

事前ご了承事項審査方法

クラス区分 座席数 フロア面積チェック欄

業務店様向け フェスタ・イタリアーナ エントリーシート
下記の条件のもとに、フェスタ・イタリアーナに参加します。

開始日 終了日 合計2014年　　　月　　　日 2014年　　　月　　　日 ヶ月間

■参加期間

■エントリークラス

該当するクラス区分にチェックマークをつけ、席数とフロア
面積をご記入ください。

L クラス （60席以上） 席 坪

Mクラス （31～59席以上） 席 坪

Sクラス  （30席以下） 席 坪

XSクラス バー（スタンディング） 席 坪

お申込日

貴店名

御社名

ご担当者名

ご帳合先

2014年　　　月　　　日

お問い合わせ先
日欧商事株式会社
営業担当者名：

※すべての項目が記入必須事項となります。

Doppia Promozione
2014

ダブル・プロモーション 1
業務店様向けプレゼント

※各クラスの2位～5位は、サポート費用以外の金額をご負担いただきます。
  （2月出発時の渡伊参考費用（5泊7日・お一人様）：約400,000円）
※賞品の現金・商品などへの交換はできませんので、ご了承ください。

イタリア“主要ワイナリーを巡る旅” 合計

名様21賞 品

本 社
大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
札幌営業所

03-5730-0322
06-6536-6844
052-219-8027
092-716-0331 
011-736-8883

※XSクラス（バー・スタンディング）の店舗様は、想定席数と坪（フロア面積）を必ずご記入ください。

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

※証明となるものが無い場合、権利無効となります。


