NEWS RELEASE

サミット株式会社 広報室
2017年7月5日

「こども達による販売体験」実施
弊社では、小学生のお子様を対象に、夏休みの特別企画として「こども達による販売体験」を実施します。
この企画は､地域のお客様との絆づくりを目的に､小学生のお子様に店頭で商品の販売体験をしていただく
もので、今年も下記のお取引先様16社にご協力をいただき、48店舗で実施します。

記
１．対象商品と実施店舗・日程
（1）｢伊藤園 おーいお茶、ミネラルむぎ茶」
実施店舗
井土ヶ谷店
砧店
椎名町店

日程
住所
8月2日（水） 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町129-1
8月9日（水） 東京都世田谷区砧1-1-2
8月23日（水） 東京都豊島区長崎2-1-15

電話番号
045-715-3310
03-3416-7660
03-3973-2986

（2）「岩塚製菓 田舎のおかき」
実施店舗
ミナノ分倍河原店
小平上水本町店
府中西原店

日程
住所
8月23日（水） 東京都府中市片町3-22-26
8月24日（木） 東京都小平市上水本町5-13-1
8月25日（金） 東京都府中市西原町1-3-1

電話番号
042-330-3310
042-326-3311
042-336-3310

（3）「カゴメ 野菜生活100オリジナル、フルーティサラダ」
実施店舗
西永福店
高井戸東店
中野南台店

日程
8月8日(火)

住所
東京都杉並区永福3-53-16
東京都杉並区高井戸東4-1-13
東京都中野区南台5-26-2

電話番号
03-3324-9811
03-3334-3801
03-5342-3380

（4）「亀田製菓 ハッピーターン」
実施店舗
喜多見駅前店
祖師谷店
菊名店

日程

住所
東京都世田谷区喜多見8-21-3
8月23日（水） 東京都世田谷区千歳台2-15-8
神奈川県横浜市港北区菊名6-16-1

電話番号
03-5727-3363
03-5429-3310
045-431-3310

（5）｢カルビー フルグラチョコクランチ＆バナナ」
実施店舗
東寺方店
野沢龍雲寺店
下倉田店

日程
住所
8月2日（水） 東京都多摩市東寺方660-1
8月8日（火） 東京都世田谷区野沢4-2-19
8月9日（水） 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1883

電話番号
042-357-9911
03-5431-5671
045-860-3370

（6）「カンロ 金のミルクキャンディ・抹茶、珈琲茶館」
実施店舗
滝野川紅葉橋店
王子店
王子桜田通り店

日程
住所
8月1日（火） 東京都北区滝野川4-1-18
8月4日（金） 東京都北区王子6-9-10.
8月8日（火） 東京都北区王子5-1-40

電話番号
03-5963-3310
03-5390-0061
03-5902-3351

（7）｢キユーピー つぶしておいしいたまごのサラダ」
実施店舗
横浜岡野店
権太坂スクエア店
府中若松店

日程
住所
8月19日（土） 神奈川県横浜市西区岡野2-5-18
8月20日（日） 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂3-1-3
8月23日（水） 東京都府中市若松町2-13-1

電話番号
045-313-3315
045-730-3377
042-364-3310

（8）｢サントリーフーズ グリーンダ・カ・ラ・やさしい麦茶」
実施店舗
西小岩店
戸田公園店
戸田駅

日程
住所
8月2日（水） 東京都江江戸川区西小岩3-38-1
8月23日（水） 埼玉県戸田市本町4-15-1 ﾋﾞｰﾝｽﾞ戸田公園内
8月30日（水） 埼玉県戸田市新曽字柳原350-2 ﾋﾞｰﾝｽﾞ戸田内

電話番号
03-5612-1023
048-432-6091
048-433-7051

（9）「東洋水産 マルちゃん正麺 冷し中華」
実施店舗
尻手駅前店
南加瀬店
中野島店

日程
住所
8月1日（火） 神奈川県川崎市幸区南幸町3-114-1
8月2日（水） 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-40-3
8月5日（土） 神奈川県川崎市多摩区中野島6-29-8

電話番号
044-520-0165
044-580-1131
044-946-0411

（10）「ニチレイフーズ 本格炒めチャーハン」
実施店舗
イースト21店
朝霞台店
シーアイハイツ和光店

日程
住所
8月9日（水） 東京都江東区東陽6-3-1
8月19日（土） 埼玉県朝霞市東弁財1-1-10
8月26日（土） 埼玉県和光市本町31-1

電話番号
03-5632-3310
048-467-8641
048-460-1970

（11）「日本水産 大きな大きな焼きおにぎり」
実施店舗
保木間店
大泉学園店
五反野店

日程
住所
8月12日（土） 東京都足立区保木間1-12-8
8月19日（土） 東京都練馬区大泉学園町6-29-30
8月23日（水） 東京都足立区中央本町2-26-12

電話番号
03-5851-3310
03-3924-8116
03-3848-0841

（12）｢東ハト キャラメルコーン」
実施店舗
葛飾区役所前店
江戸川区役所店
ライフガーデン浦安富岡店

日程
住所
8月3日（木） 東京都葛飾区立石4-10-1
8月4日（金） 東京都江戸川区中央1-11-10
8月5日（土） 千葉県浦安市富岡3-2-2

電話番号
03-5672-3310
03-5661-3310
047-306-3330

（13）｢フジッコ おまめさん豆小鉢シリーズ」
実施店舗
東中野店
東浦和店
善福寺店

日程
住所
8月2日（水） 東京都中野区東中野4-5-10
8月3日（木） 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-51-26
8月8日（火） 東京都杉並区善福寺1-34-24

電話番号
03-5337-3313
048-874-7002
03-5311-3311

（14）「ミツカン 金のつぶ たれたっぷり！たまご醤油たれ」
実施店舗
川口青木店
川口エルザタワー店
川口赤井店

日程
8月2日（水） 埼玉県川口市青木2-11-12
8月9日（水） 埼玉県川口市元郷2-15-3
8月22日（火） 埼玉県川口市赤井2-3-7

電話番号
048-250-3301
048-227-3248
048-288-8822

（15）｢森永製菓 ムーンライト、マリー」
実施店舗
久が原店
池上8丁目店
大森西店

日程

住所
東京都大田区南久が原2-1-1
8月25日（金） 東京都大田区池上8-21-3
東京都大田区大森西4-5-6

電話番号
03-3754-7543
03-5741-3311
03-3298-3310

（16）「森永乳業 ビヒダスBB536プレーンヨーグルト、パルテノ」
実施店舗
芦花公園店
成城店
砧環八通り店

日程

住所
東京都世田谷区南烏山2-35-6
8月9日（水） 東京都世田谷区成城1-3-1
東京都世田谷区砧2-14-30

電話番号
03-5314-3310
03-5494-6550
03-5494-7810

実施時間は、いずれの日程も「10：00～11：30」「13：00～14：30」「15：00～16：30」となります。
２．募集要項
(1)募集期間
6月下旬～7月9日（日） （当日の消印まで有効）
(2)募集人数
1日当たり12名（1回につき4名）
(3)応募条件
小学生のみ （当日の保護者同伴が可能な方に限ります）
(4)応募方法
専用の応募はがきに必要事項を記入し郵送
(5)当選発表
当選者にはがきで通知
(6)募集告知
対象店舗ごとに、ポスター・6月28日号折込チラシで告知
３．過去の実施風景

以上

