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NEWS RELEASE

2018年 9月 20日

大正製薬株式会社 [本社 :東京都豊島区 社長 :上原 茂](以下、当社)は、「ラグビーワール ド
カップ 20 19TM日 本大会」のオフィシャルスポンサーとして、これまで日本代表選手をはじめラグ
ビー関係者の皆様、ファンの皆様と一体となってラグビーワール ドカップ 2019に 向けてラグビー

を盛 り上げてまいりました。今後も様々なイベントを企画し、ラグビーワール ドカップ 2019を さ
らに盛り上げてまいります。

その第 1弾 として 「ラグビー 日本代表応援キャンペーン」を 2018年 10月 1日 ～2018年 11月 30
日の期間に実施いたします。

今回のキャンペーンは、すでに入手困難 となっている「ラグビーワール ドカップ 2019TM日 本大会」
の開幕戦、決勝戦の観戦ペアチケットやラグビーファン必見のカンタベ リー Xリ ポビタンDコ ラボ
トレーニングスウェントジヤケツト等が当たる、ラグビーを観て参加 して、楽 しめる景品が盛 り込
まれたリポビタンシリーズのクローズ ドキャンペーンです。さらにキャンペーンの期間中は、 ドラ
ングス トアやスーパーマーケット等の店頭でも桜エンブレムがあしらわれた販促物やフロア什器等
のツールを展開してラグビーを盛 り上げる演出を提案 してまい ります。

また、その他の企画として「ラグビーワール ドカップ 2019TⅣI日 本大会」の試合開催都市で、サン
プリングを始めとした各種イベン ト協賛も行 う等、ラグビーワール ドカップ 2019を成功に導くた
めに、地方自治体 とも協力してよリー層盛 り上げてまいります。

今後も当社は、 「ラグビーワール ドカップ 2019TM日 本大会」のオフィシャルスポンサーとして、
ラグビーワール ドカップ 2019を盛 り上げる為のイベン トを開催 してまいります。
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「ラグビーワール ドカップ 2019TM日 本大会」まであと 1年 !続々企画をスター ト !

第 1弾は「ラグビー日本代表応援キャンペーン」
キャンペーン期間 :2018年 10月 1日 ～2018年 11月 30日
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■ラグビー日本代表応援キャンペーンについて

詳しくはこちら : httpsi〃lipOvitan‐ point.cOrn/

この件に関する報道関係の方のお問い合わせ先
コーボレー トコミュニケーション部 中村

TEL:o3‐ 3985‐ 1■ 5

MAIL:pr@so.taisho.cO.jp
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■参考資料

ラグビーワール ドカンプ 2019m日 本大会

開催都市 1年前記念イベン ト

当社では下記都市のイベン トにブースを出展 し、ラグビーワール ドカップ 2019TM日 本大会を

更に盛 り上げて参 ります。

イベン トブース内容 :リ ポビタンDサ ンプリング等

<記 >

開催都市

実地 日時

実施場所

埼玉県 熊谷市

9月 23日 (日 )10:00-17:00
「熊谷スポーツ文化公園熊谷ラグビー場南側」

開催都市 :福岡県 福岡市

実施 日時 :9月 24日 (月 )～ 80日 (日 )

9月 24日 (月 )～ 9月 27日 (木)各 日10:00～20:00(チケット販売促進イベン ト)

9月 25日 (火)17:00～22:00(福岡ラグビーファンゾーンを開催 )

9月 26日  (ガく) 14:00～20:00 (          〃              )
実施場所 :「JR博多駅コンコース・JR博多駅前広場」

※当社ブース出展は 9月 25日 (火)予定

開催都市 :神奈川県 横浜市

実施 日時 :9月 30日 (日 )12:00～ 16:00

実施場所 :「小田急線相模大野駅前南北自由通路 J

開催都市 :岩手県 釜石市

実施 日時 :10月 6日 (土 )～ 7日 (日 )時間未定

実施場所 :「釜石市民ホール TETTO」

※当社ブース出展は 10月 6日 (土)予定

開催都市 :愛知県 豊田市

実施 日時 :10月 6日 (土)～ 11月 4日 (日 )時 間未定

実施場所 :「 大名古屋 ビルヂング 地下 1階ア トリウム」

※当社ブース出展は 10月 6日 (土)予定

開催都市 :兵庫県 神戸市

実施 日時 :10月 6日 (土)時 間未定

実施場所 :「 中突堤中央ターミナル・かもめりあ前広場」

上記イベ ン ト以外でも順次ブース出展 をしてまい ります。
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