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セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ
ワールドワイド・ジャパン株式会社

McLaren Honda のコーポレートパートナーを務
のコーポレートパートナーを務める
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ、
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ、
日本グランプリのパドッククラブでの
日本グランプリのパドッククラブでの観戦
グランプリのパドッククラブでの観戦チケットが
観戦チケットが当
チケットが当たる
ワールドビアフェスタ 2015 を 7 月 3 日（金）から開催
から開催
世界 70 か国以上でイタリアンバールチェーンを展開しているセガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイドの日
本法人 セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社
長：森 聡郎、以下：セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ、URL: http://www.segafredo.jp/ ）は、日本グランプリの
パドッククラブ（VIP スイートルーム）での観戦チケットが当たる『ワー
ワールドビアフェスタ
ワールドビアフェスタ 2015』（URL:
http://segafredo.jp/topics.html#p01 ）を、7 月 3 日（金）より全国 28 店舗のセガフレード・ザネッティ・エスプレッソ
にて開催いたします。

※ワールドビアフェスタ 2015 メインビジュアル
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本年、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソは、コーポレートパートナーとして McLaren Honda の活動をサポートして
おります。
今回、7 月 3 日（金）より展開する『ワールドビアフェスタ
ワールドビアフェスタ 2015』のコンセプトは、このキャンペーン自体が McLaren
Honda とのコーポレートパートナー契約に端を発することから、ずばり“ワールドグランプリ”です。
グランプリ開催国ゆかりのビールやアンティパストをお楽しみいただきながら、特賞である日本グランプリの McLaren
Honda パドッククラブ（VIP スイートルーム）での観戦チケットを始めとした応募ができる、これまでとはひと味違ったストー
リー性のあるキャンペーンとなっております。
また、グループでチャレンジいただけるイベントとして、昨年のイタリアグランプリの優勝タイム（1 時間 19 分 10 秒）以内
にキャンペーン対象の 8 商品全てをご購入いただいたお客様に、次回以降ご利用いただけるビール 1 本無料券をプレ
ゼントする“Segafredo One (S-1) Grand Prix”キャンペーンも併せて実施いたします。
ぜひこの機会に、お近くのセガフレード・ザネッティ・エスプレッソでグランプリ開催国ゆかりのビールやアンティパストをお
楽しみいただき、『ワールドビアフェスタ
ワールドビアフェスタ 2015』へご応募ください。皆さまからのご応募をお待ちしております。
『ワールドビアフェスタ
ワールドビアフェスタ 2015』および“Segafredo One (S-1) Grand Prix”キャンペーンの詳細は、次項以降をご参照く
ださい。

【セガフレード・ザネッティ・エスプレッソについて】
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソについて】
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソは、イタリアのボローニャに本部を置く大手コーヒー焙煎メーカー「セガフレード・ザネッティ」が世
界で展開しているイタリアンバールチェーンで、1988 年にフランスのパリに世界 1 号店を、1998 年 12 月 4 日に日本 1 号店となる渋
谷店をオープン。現在、日本の 33 店舗を含め、ヨーロッパを中心として全世界で 500 店舗以上を展開しております。イタリアンバール
の特徴であるアルコール、フード、ドルチェ、アンティパストなども幅広く揃え、朝から夜まで、一日中お楽しみいただけるメニュー構成と
なっております。
会社名：
本社所在地：
代表：
事業内容：
URL：
Facebook :

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-25-12 星野ビル 4 階
代表取締役社長 森 聡郎
イタリアンバールの経営、コーヒー及び関連商品の販売、業務用エスプレッソマシンの販売
http://www.segafredo.jp/
https://www.facebook.com/SegafredoJapan

【本プレスリリースに関
プレスリリースに関する報道関係者
する報道関係者のお
報道関係者のお問
のお問い合わせ先
わせ先】
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 マーケティング 服部（はっとり）
TEL: 044-829-5277 FAX: 044-829-5278 PHS: 070-6466-2797 E-mail: hattori@segafredo.co.jp
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【ワールドビアフェスタ 2015 応募要項】
応募要項】
キャンペーン概要
キャンペーン概要：
概要：
キャンペーン期間内にご応募いただいた方の中から抽選で、2015 年日本グランプリの McLaren Honda パドッククラ
ブ（VIP スイートルーム）での観戦チケット（特賞：本選観戦チケットペア 1 組、二等賞：予選観戦チケットペア 1 組）をプレ
ゼントいたします。また、ご抽選に漏れた方の中から抽選で 90 名様に、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ オリジナ
ルのアイテムをプレゼントいたします。
応募期間：
応募期間：
2015 年 7 月 3 日（金）～2015 年 8 月 31 日（月）
※各店の営業時間に準じます。
※上記期間以外のご応募は無効となります。
※キャンペーンスタンプカードはなくなり次第終了となる場合があります。
対象店舗：
対象店舗：
全国 28 店舗（恵比寿プライムスクェア店、水天宮前店、三田ベルジュ ロビー店、新宿グランドタワー1F 店、Pasar 三芳
店以外の全店）
対象商品：
対象商品：
以下のビール 6 種、アンティパスト 2 種（計 8 種）※価格は全て税込です
対象ビール：
バドワイザー（510 円）、バス ペールエール（590 円）、ヒューガルデン（590 円）、ナストロアズーロ（550 円）、タイガー
（590 円）、フォスターズ ラガー（590 円）
対象アンティパスト：
トルティーヤ（420 円）、アヒージョ（480 円）
応募資格：
応募資格：
キャンペーン期間中にセガフレード・ザネッティ・エスプレッソの店舗で対象商品（1 商品につき 1 スタンプ）をご購入
いただき、スタンプが 3 つ捺印されたキャンペーンスタンプカードをお持ちの方
日本国内にお住まいで、かつご連絡先が日本国内の方
ご応募、賞品に関する注意事項を遵守できる方
※セガフレード・ザネッティ・エスプレッソの従業員および関係者の応募はご遠慮ください。
応募方法：
応募方法：
スタンプが 3 つ捺印されたキャンペーンスタンプカードに住所・氏名などの必要事項を記入し、店内の専用 BOX から応
募ください
賞品・
賞品・当選数：
当選数：
特賞
McLaren Honda パドッククラブ（VIP スイートルーム）1Day Pass
日本グランプリ本選 9 月 27 日(日)用 ペア 1 組 2 名様 会場：鈴鹿サーキット
※このチケットは 9 月 27 日（日）に限り有効です。
※会場までの交通費および宿泊費等の費用はご当選者様のご負担となります。
二等賞

三等賞

McLaren Honda パドッククラブ（VIP スイートルーム）1Day Pass
日本グランプリ予選 9 月 26 日(土)用 ペア 1 組 2 名様 会場：鈴鹿サーキット
※このチケットは 9 月 26 日（土）に限り有効です。
※会場までの交通費および宿泊費等の費用はご当選者様のご負担となります。
Segafredo’s coffee around the world
セガフレードグループのコーヒー関連商品（1 万円相当）詰め合わせ 10 名様
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四等賞

五等賞

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ、
オリジナルキャンペーン用スタッフ T シャツ（フリーサイズ） 30 名様
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ、オリジナルクリアファイル 50 名様

応募に
応募に関して：
して：
当キャンペーンは、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイド・ジャパン株式会社が実施しているキャン
ペーンです。
ご応募には、対象商品を 3 つご購入の上、1 商品ご購入につき 1 つ捺印されるスタンプが 3 つ捺印されたキャンペ
ーンスタンプカードが必要です。
ご応募は 20 歳以上の方に限らせていただきます。
お一人様何枚でもご応募いただけます。
スタンプカードの記入内容に不備がある場合や、ご連絡先が不明、ご本人様不在等の理由により、連絡が取れな
い、または賞品のお届けができない場合は、当選権利が無効・取消となる場合がございます。ご注意ください。
お電話で諸費用のお振込みを依頼することは一切ございませんので、当キャンペーン事務局をかたった振込め詐
欺等には十分ご注意ください。
特賞および
特賞および二等賞
および二等賞にご
二等賞にご当選
にご当選いただいた
当選いただいた方
いただいた方について：
について：
観戦の模様を取材・撮影させていただき、後日、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ ウェブサイト等の関連メディアへ
掲載およびその他広告物に使用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
（その際、ご当選者の氏名や E-mail アドレスなど、個人情報は掲載されません）
賞品に
賞品に関して：
して：
ご当選の権利はご当選者本人のものとし、第三者へ譲渡・転売することはできません。
賞品の仕様は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
賞品を金銭等と引き換えることはできません。
賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。
賞品の
賞品の抽選・
抽選・発表に
発表に関して：
して：
キャンペーン期間終了後に厳正な抽選の上ご当選者を決定いたします。
特賞・二等賞に当選された方：
2015 年 9 月 10 日（木）までにキャンペーン事務局より電話もしくは E-mail にてご連絡をさせていただきます。キャンペ
ーン事務局からご当選者に初めて連絡を取らせていただいた日から 3 日以内に連絡が取れない場合は、当選権利を無
効とさせていただきます。
三等賞・四等賞・五等賞に当選された方：
2015 年 9 月中旬までにキャンペーン事務局より、キャンペーンスタンプカードに記入されたご住所へ賞品を発送させて
いただきます。なお、賞品の発送をもって、ご当選者の発表に代えさせていただきます。
※諸般の事情によりお届けが遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ：
わせ：
本キャンペーンに関するお問い合わせは、以下の運営事務局にてお受けいたします。
【キャンペーン概要・応募方法・プレゼント内容に関するお問い合わせ】
「ワールドビアフェスタ 2015 キャンペーン」運営事務局
campaign@segafredo.co.jp
※連絡方法は E-mail に限らせていただきます。
（注：抽選結果に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。）
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【Segafredo One (S-1) Grand Prix キャンペーン概要
キャンペーン概要】
概要】
昨年のイタリアグランプリの優勝タイム（1 時間 19 分 10 秒）以内に、以下の全 8 商品をご購入いただいたお客様に、次
回以降ご利用いただけるビール 1 本無料券をプレゼントいたします。
対象商品（
対象商品（全 8 種）：※価格は全て税込です
）：
バドワイザー（510 円）、バス ペールエール（590 円）、ヒューガルデン（590 円）、ナストロアズーロ（550 円）、タイガー
（590 円）、フォスターズ ラガー（590 円）、トルティーヤ（420 円）、アヒージョ（480 円）
キャンペーンルール：
キャンペーンルール：
※グループでのチャレンジ可
※最初の対象アイテムをご購入いただいた時間から、1 時間 19 分以内に全商品をご購入いただいた方にビール 1 杯無
料券をプレゼントいたします（時間は購入した際のレシートで確認します）
※20 歳以上の方が対象です
※ビール 1 本無料券で、次回以降ご来店の際にワールドビアフェスタ対象のビールからお好きな 1 本を無料で差し上げ
ます
※ビール 1 本無料券は、本券に記載の有効期限内でお使いいただけます
※終売等により、無料でご提供できるビールの種類が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください
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