
　　サミット株式会社　広報室

　

　　　　　「地域との絆を深める個店キャンペーン」実施

　　　　弊社では、店長とお客様との絆をより深める「個店企画キャンペーン」を開催します。

　　　このキャンペーンは、地域のお客様との絆づくりを目的に、お取引先様の協力をいただきながら、店長が

　　　お客様を招待し、下記の教室やセミナー、スポーツ観戦を行うものです。

　　　　この企画は、'15年に開始して以降、毎年好評であることから、対象店舗を昨年より11店舗増やし、40店

　　　舗で実施します。

　　１．募集店舗・実施日時・内容等

　　　　　

2017年8月9日

　NEWS RELEASE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

対象店舗 協力お取引先様 キャンペーン名 実施日 募集人数・参加対象者 実施場所 実施内容

西小岩店 8/19(土) 10組30名

イースト21店 8/26(土) 10組30名

下倉田店 10組20名

藤沢駅北口店 10組20名

東中野店 サンスター(株)
親子で学習！
夏休みハミガキ教室

8/22(火) 20組40名
港区

芝公園

歯の生え始めたお子様から小学生のお子様と、
その親御様が対象のブラッシング指導です。
ｻﾝｽﾀｰ㈱歯科衛生士による体験型の講義で、
楽しくオーラルケアを学ぶことができます。

小平上水本町店 山崎製パン㈱
パン工場見学・
サンドイッチ教室

8/22(火) 10組20名
東久留米市

柳窪
パンの製造工程を見学した後、サンドイッチ作りを
体験します。

両国石原店 ㈱クレハ 夏休み　親子でおにぎり教室 8/22(火) 10組20名
中央区
日本橋

小学生を対象としたＮＥＷクレラップを使ったおにぎり教
室を実施します。

氷川台駅前店 8組16名

野沢龍雲寺店 8組16名

西永福店

高井戸東店

ライフガーデン
浦安富岡店

カルビー㈱ 夏休み　親子で食育教室 8/25(金) 20組40名
東京都
大手町

小学校低学年を対象としたおやつの正しい理解・
食べ方・栄養素などを学びます。

柳瀬川駅前店 ㈱関越物産
店長と行こう
こんにゃく工場見学ツアー

8/25(金) 10組20名
群馬県
渋川市

小学生を対象にしたこんにゃくが出来るまでを学び、工
場近隣の観光を行います。

篠崎ツインプレイス店 ㈱はくばく 雑穀勉強会 8/25(金) 15組30名
中央区
日本橋

大麦雑穀について学び、試食を実施します。

ミナノ分倍河原店 モランボン㈱
夏休み　親子手づくり餃子教
室

8/25(金) 10組20名
府中市
中町

親子で簡単にできる手作り餃子の楽しさ・おいしさを体
験していただきます。手作り餃子を通して、食育を学び
ます。

東寺方店 親子15組30名様

三鷹市役所前店 親子15組30名様

武蔵野緑町店 親子15組30名様

南加瀬店

新川崎店

クロスガーデン川崎店

尻手駅前店

オタフクソース㈱ 親子お好み焼教室
江東区
木場

親子お好み焼教室です。お子様には
お好み焼名人任命書プレゼントします。

日本ハム㈱ 親子手作りソーセージ教室 8/21(月) 神奈川県
鎌倉市

手作りソーセージ体験教室、歴史資料館・
工場見学、手作りソーセージをプレゼントします。

伊藤ハム㈱ 夏休み　親子で飾り切り教室 8/23(水)
目黒区
三田

加工肉を使用し、楽しいお弁当を
コンセプトにした食育教室です。

不二家レストラン永福町店でケーキバイキング
＆デザート作り体験とクイズ・ビンゴゲーム等の
アトラクションを実施します。

亀田製菓(株) ハッピーターンの味付け体験 9/17(日)
府中市
中町

ハッピーターンの味付け体験を実施します。

㈱不二家
夏休みペコちゃんパーティーに
ご招待企画

8/23(水) 親子20組40名様
杉並区
永福

8組16名サントリー酒類㈱
サントリーフーズﾞ㈱

川崎フロンターレ戦
観戦ご招待！

9月末
予定

川崎市
中原区

サントリー商品を含む期間中の税込2,000円以上のレ
シートで応募。抽選で川崎フロンターレ戦の観戦チケッ
トをプレゼント。



　　　　※　東長崎店は、企画の実施日が変更になりました。

　　２．募集要項

　　　(1)応募方法

　　　　 各店舗に設置している応募用紙を郵送、または店舗設置の応募箱に投函にて申し込み。

　　　　 なお、親子で募集しているキャンペーンは、小学生のお子様が対象となります。

　　　(2)当選発表

　　　　 当選者に、はがきまたは電話で通知します。

　　　(3)募集告知

　　　　 対象店舗ごとに、ポスターなどで告知します。

　　３．過去の実施風景

　　 

　　　　　　　　「手作りコアラのマーチ教室」 　　　　　　　　　　　　　　　「コーヒーを知ろう！コーヒー教室」

　　　　　　　　　　　　　以上

対象店舗 協力お取引先様 キャンペーン名 実施日 募集人数・参加対象者 実施場所 実施内容

砧店 12組24名

代沢十字路店 12組24名

東長崎店 日清シスコ㈱
親子で楽しむ
シリアル美味しい食べ方教室

10/14(土) 15組30名
台東区
東上野

小学生を対象としたシリアルのおいしい食べ方の理解
促進。栄養素などを勉強し、オリジナルシリアルの作成
を楽しんでいただく企画です。

※東長崎店
  (日程変更）

日清シスコ㈱
親子で楽しむ
シリアル美味しい食べ方教室

11/18(土) 15組30名
台東区
東上野

小学生を対象としたシリアルのおいしい食べ方の理解
促進。栄養素などを勉強し、オリジナルシリアルの作成
を楽しんでいただく企画です。

葛飾区役所店 親子15組30名様

五反野店 親子15組30名様

保木間店 親子15組30名様

王子桜田通り店 7組14名

成城店 7組14名

瑞江店 7組14名

井土ヶ谷店 11/11(土) 各15組30名

横浜岡野店 11/18(土) 各15組30名

町田旭町店 三幸製菓㈱ おせんべい手焼き体験教室 11/11(土) 10組20名
相模原市

南区
おせんべいの作り方の学習、電気コンロを使用したう
す焼おせんべいの手焼きと味付け体験を実施。

羽衣いちょう通り店 5組10名

砧環八通り店 5組10名

渋谷本町店 20組40名様

中野南台店 20組40名様

石神井公園店 小川珈琲㈱
コーヒーを知ろう！
コーヒー教室

11/29(水) 8組16名様
渋谷区
渋谷

コーヒーに関する基礎知識、ハンドドリップでの抽出体
験と試飲を行います。

深沢坂上店 森永乳業㈱ リプトン紅茶教室
11月下旬
予定

10組20名
中央区
銀座

紅茶の知識について、紅茶のおいしい入れ方などを学
び、お菓子を食べながらの試飲を行います。

ボジョレー解禁に先駆け、ワインに合う
トマト（調味料、飲料）を使った料理を受講します。

岩塚製菓㈱
親子で楽しむ
おせんべい出前授業
＆味付け体験

10/28(土)
台東区
上野

米菓の歴史や作り方を学び、焼き立ての
生地に味付けを行い試食を実施します。

カゴメ㈱
ワインにあう♪
お勧めトマト料理教室（仮称）

10/5(木)
中央区
日本橋

親子で世界に一つだけのオリジナルコアラの
マーチを作ります。

キーコーヒー㈱ コーヒー教室
10月下旬
予定

ロッテ商事㈱ 手作りコアラのマーチ教室 11/25(土)
中野区
南台

港区
西新橋

コーヒーに関する知識、コーヒー入れ方アレンジメ
ニューを学びます。

雪印メグミルク㈱
「ナチュラルチーズ
＆ワインセミナー」

11月中旬
以降予定

東京都内
(新宿または
渋谷を予定)

講習およびチーズとワインの試飲。試食チーズとワイン
のフロマージュをお楽しみいただきます。

キリンビール㈱
メルシャン㈱
小岩井乳業㈱

キリンビール横浜工場見学
横浜市
鶴見区

クラフトビール・ワイン・チーズについて試飲・
試食を交えながら学んでいただくセミナーを
実施予定。


