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Facebook で「いいね！」をして、
で「いいね！」をして、グアム旅行を当てよう
グアム旅行を当てよう！
を当てよう！

“H.I.S.×
H.I.S.×HMV”
HMV” 音旅キャンペーン
音旅キャンペーン第
キャンペーン第３弾！
～Ponta ポイントやお得なクーポンが当たる
ポイントやお得なクーポンが当たる！
が当たる！スクラッチくじを実施！
スクラッチくじを実施！～
株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：平林 朗 以下 H.I.S.）と、株式会社ローソ
ン HMV エンタテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂本 健、以下 LHE）は、本日 12 月 10 日（月）
から 12 月 21 日（金）までの期間、2 社合同キャンペーン「H.I.S.×HMV 音旅（おとたび）キャンペーン」の第 3 弾と
して、グアム旅行や Ponta ポイント、クーポンがもれなく当たるスクラッチくじを実施いたします。
H.I.S.と、LHE が運営する HMV の Facebook 公式アカウント（H.I.S. JAPAN／HMV JAPAN）にそれぞれ「いい
ね！」をした後、専用のスクラッチくじを削ると下記商品の内いずれかが当たる、ハズレなしのスクラッチキャンペ
ーンです。（チャレンジはひとり 1 回までです。）
■特設ページ【H.I.S.】：（http://www.his-j.com/ponta/hmv3/）
【HMV】：（http://www.hmv.co.jp/news/article/1212100011/）
※HMV ページは 12 月 11 日（火）OPEN いたします。
■公式 Facebook アカウント
H.I.S. JAPAN（http://www.facebook.com/#!/H.I.S.Japan）
HMV JAPAN （http://www.facebook.com/hmvjapan）
※企画詳細は添付資料をご確認ください。

★1 等
★2 等
★3 等
★4 等
★5 等

グアム旅行
LAWSON HOT STATION エルパカクーポン 1 万円分
Ponta ポイント 100 ポイント
H.I.S.海外ツアー予約で使えるオンラインクーポン 2000 円分
LAWSON HOT STATION エルパカクーポン 300 円分

引き続き H.I.S.と LHE は、音楽と旅という親和性の高いコンテンツを通じて
協業し、またそれぞれの公式 Facebook アカウントをお持ちの方々にむけた
お得な情報の発信およびキャンペーンの実施をしてまいります。
▲（キャンペーンページイメージ）

▼スクラッチイメージ

■ 本企画と並行して「
本企画と並行して「H.I.S.xHMV
H.I.S.xHMV 音旅キャンペーン第
音旅キャンペーン第 2 弾」を実施中！
弾」を実施中！（http://www.his-j.com/ponta/hmv2/）H.I.S.
と HMV の公式 Facebook・twitter アカウントの投稿・ツイートのなかで、「音楽と一緒に旅しよう！」をテーマに 5 つのキー
ワードを発表しております。5 つのキーワードを集めてキャンペーンページから応募をすると、正解者にもれなく H.I.S.旅
行クーポン・LAWSON HOT STATION エルパカクーポンクーポンをプレゼントいたします（応募期間 2012 年 12 月 21 日
（金）まで）。
本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先
株式会社 エイチ・アイ・エス 経営企画室 担当：三浦 TEL：03-5908-2070 FAX：03-5908-2423
株式会社 ローソン HMV エンタテイメント 社長室 広報 担当：岩迫・渡辺 TEL：03-6730-2211 FAX：03-6730-2216
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添付資料
企画詳細
■実施期間：
■参加条件：
■実施概要：

■商品詳細：

2012 年 12 月 10 日（月）～12 月 21 日（金）
Facebook アカウントをお持ちの方
H.I.S.と HMV の Facebook 公式アカウントにそれぞれ「いいね！」をした後、「くじを引く」ボタン
を押すと、WEB 上にスクラッチカードが出てきます。カードを削ると、その場で抽選結果が表
示されます。ハズレなしで下記商品の内、いずれかが当たります。
1 等 グアム旅行（※1）
2等

LAWSON HOT STATION エルパカ（※2）クーポン 1 万円分

3 等 Ponta ポイント 100 ポイント（※3）
4 等 H.I.S.海外ツアー予約で使えるオンラインクーポン 2000 円分（※4）
5 等 LAWSON HOT STATION エルパカ」クーポン 300 円分
※1

グアム旅行の詳細に関しましては、当選された方に H.I.S.よりご連絡させていただきます。

※2「LAWSON HOT STATION エルパカ」（http://www.hmv.co.jp/）は､｢HMV ONLINE｣、「ローチケ.com｣、｢エルパカ BOOKS」､
「Loppi オススメ｣の 4 つのブランドからなる、オンライン・エンタメモールです。
（クーポンは「ローチケ.com」ではご利用いただけません。）
※3 Ponta ポイントは、ロイヤリティマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長谷川 剛、以下 LM）が運営する共通ポイントサ
ービスです。所定の手続きによりご登録いただいた会員様が、LM 提携企業の店舗やウェブを通じて共通に利用できる次世代ポイ
ントカードで、会員数は約 5,000 万人、ローソン、昭和シェル石油、ゲオ、ケンタッキーフライドチキン等 56 社 71 ブランド、約 21,000
店舗（2012 年 11 月 30 日時点）の店舗で利用が可能で、さらに企業数を拡大しています。H.I.S.と HMV もこの共通ポイントサービス
に参画しております。（URL: http://www.ponta.jp/）
※4

H.I.S.の WEB サイト(PC/モバイル)で海外ツアーオンライン予約にご利用できるクーポンです。
（URL: http://www.his-j.com/beginner/tour/ciao/book01.html ）

※

クーポンの利用期間はそれぞれ以下となります。
・H.I.S.オンラインクーポン：2012 年 12 月 10 日（月）～2013 年 5 月 24 日（金）まで
・「エルパカ」クーポン：2012 年 12 月 10 日（月）～2012 年 1 月 31 日（木）まで

（H.I.S.オンラインクーポンイメージ）

（H.I.S. facebook 公式アカウントイメージ）

（LAWSON HOT STATION エルパカクーポンイメージ）

