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2017 年8 月1 日 

 
 
 
 
報道関係者各位 

 
「チョコラ BB®」ブランド 65 周年記念、 

下駄箱ブースで 65 種類の「ラブレター」を受け取れる!? 

「チョコラ BB®」ドリンクシリーズ 6 万 5000 本を都内 4 か所で大規模サンプリング！ 
 

「#チョコラ BB ラブレター」イベント 8 月 5 日（土）～6 日（日）開催 
 

ラブレターの返事を投稿すると、「チョコラ BB®」ドリンクセットが当たるキャンペーンも実施     
エーザイ株式会社 コンシューマーhhc 事業部(東京都)は、このたび、すべての女性の“キレイと元気”を応援する     

「チョコラ BB®」ブランドの発売65 周年を記念し、日頃から「チョコラ BB®」ブランドをご愛用いただいている皆さまへの感謝の

気持ちを込めて、65 種類のラブレターと共に「チョコラ BB®」ドリンクシリーズをお渡しする「#チョコラ BB ラブレター」イベント

を 2017 年8 月5 日（土）～6 日（日）、イベントスペース「BANK GALLERY（バンクギャラリー）」（渋谷区神宮前）にて開催しま

す。イベント期間中は本イベント会場のほか、渋谷駅周辺などの街頭を含めた計4か所で、合計6万5000本の「チョコラBB® 

ローヤル 2」や「チョコラ BB®スパークリング」のサンプリングを行います。 
 

さらに、「8 月8 日はチョコラ BB の日」にちなんで、8 月5 日（土）～8 日（火）には、ハッシュタグ「#チョコラ BB ラブレター」

をつけて Twitter または Instagram に「チョコラ BB®」ドリンクやラブレター等の写真画像と一緒に返事をご投稿いただくと、抽

選で「チョコラ BB®スパークリング」12 本セットを 8 名様、「チョコラ BB® Fe チャージ」10 本セットを 8 名様にプレゼントする「#

チョコラ BB ラブレター」お返事投稿キャンペーンも実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
■ 65 周年の感謝の気持ちを込めて！  

社員が綴った“65 種類”の「ラブレター」 

1952年に発売し、今年65周年を迎えた「チョコラBB®」ブラン

ド。その企画・開発・販売に関わるエーザイ社員が日頃からご

愛用いただいている皆さまへ感謝の気持ちを込めて綴った 65

種類の「ラブレター」と共に「チョコラ BB®」ドリンクシリーズをお

届けします。 

エーザイ株式会社 

コンシューマーhhc 事業部 

「#チョコラBB ラブレター」ブースイメージ 

「ラブレター」イメージ 
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 社員がそれぞれの立場で綴った「ラブレター」の内容は、お客さまへの感謝の言葉、「チョコラ BB®」ブランドへの想い、

女性への応援メッセージなど、多種多様。どんな「ラブレター」がお手元に届くかも楽しみの 1 つです。 

 

 明治神宮前・表参道エリアにあるメインイベント会場「BANK GALLERY」では、「ラブレター」を受け取るシチュエーション

にふさわしい「下駄箱」を模したブースを設置。65種類の「ラブレター」を見つけるドキドキ感も味わえます。 

また、メイン会場の下駄箱ブース内でブース全体や「ラブレター」、「チョコラ BB®」ドリンクなどを撮影し、ハッシュタグ「#チ

ョコラBBラブレター」をつけて InstagramまたはTwitterに「ラブレター」の返事を投稿すると、その場でもう1本「チョコラBB®」

ドリンクシリーズをプレゼントします（お一人様いずれか１本まで）。 

  「チョコラ BB®」ドリンクシリーズ 6 万5000 本をサンプリングする「#チョコラ BB ラブレター」イベントは、以下の日時と場所で

開催します。 

 

日時：8 月5 日（土）～8 月6 日（日） 11：00～18：00（※状況により 19：00 まで延期する場合がございます） 

＊それぞれのサンプリング会場でご用意している本数がなくなり次第、終了となります。予めご了承ください。 
 
＜サンプリングメインイベント 「#チョコラ BB ラブレター」＞ 

■BANK GALLERY＠明治神宮・原宿  

  住所：東京都渋谷区神宮前6-14-5 

 

＜街頭サンプリング＞ 

■モヤイ像前＠渋谷駅 

■渋谷マークシティ下＠渋谷駅 

■パタゴニア東京・渋谷付近＠神宮前 

 

＜配布予定商品＞ 

チョコラ BB®ローヤル 2（指定医薬部外品） 30,000 本 

チョコラ BB®スパークリング（栄養機能食品（ナイアシン）、炭酸飲料） 35,000 本 

 
 

■ 「ラブレター」のお返事募集！ Twitterまたは Instagramに投稿すると、賞品が当たる！ 

「8 月 8 日はチョコラ BB の日」にちなみ、8 月 5 日（土）～8 日（火）に、ハッシュタグ「#チョコラ BB ラブレター」をつけて

TwitterまたはInstagramに「チョコラBB®」ドリンクやラブレター、メイン会場のブース等の写真画像と一緒にラブレターのお返

事をご投稿いただくと、抽選で「チョコラ BB®スパークリング」12 本セットを 8 名様、「チョコラ BB® Fe チャージ」10 本セットを 8

名様にプレゼントする「#チョコラ BB ラブレター「お返事投稿キャンペーン」も実施します。 

ぜひふるってご応募ください。 

 

 

＜「#チョコラ BB ラブレター」お返事投稿キャンペーン＞ 

◆ 応募方法 

8 月5 日（土）～8 月8日（火）の期間中に、ハッシュタグ「#チョコラ BB ラブレター」をつけて Twitter または Instagram に「チョ

コラ BB®」ドリンクやラブレター、メイン会場のブースの写真画像と一緒に投稿してください。 

 

◆ サンプリングプレゼント詳細ページ URL 

https://www.chocola.com/pr65event 
  
 
 

◆ 応募期間（投稿期間） 

2017 年8 月5 日（土）11:00～2017 年8 月8 日（火）23:00 まで 
  

メイン会場イメージ 

https://www.chocola.com/pr65event
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◆ 賞品 

チョコラ BB®スパークリング（栄養機能食品（ナイアシン）、炭酸飲料） 12 本セット 8 名様 

チョコラ BB® Fe チャージ（栄養機能食品（鉄）） 10 本セット 8 名様 

※賞品は選べませんので、予めご了承ください  

 

＜サンプリング・プレゼント賞品について＞ 
 

今回は、脂肪の代謝を助けるビタミン B2に加えローヤルゼリーやアミノ酸、タウリンを配合した“つらい疲れに速攻ケア”

「チョコラ BB®ローヤル 2」（指定医薬部外品）、“シュワっとリフレッシュ”したいときに気軽に飲めるグレープフルーツ&ピーチ

味の炭酸飲料のドリンク「チョコラ BB®スパークリング」（栄養機能食品(ナイアシン)）、1 本で 1 日あたりの鉄分不足を補う「チョ

コラ BB® Fe チャージ」（栄養機能食品（鉄））をご用意いたしました。 

「チョコラ BB®」ブランドは、製品を通じて多様化する女性のニーズにお応えするとともに、今後もより多くの生活者の皆様

の「キレイと元気」を応援してまいります。 

 

チョコラ BB®ブランド商品の詳細については、ブランドサイト「chocola.com（チョコラドットコム）」をご覧ください。 

URL： http://www.chocola.com 

  

・製品名：チョコラ BB®ローヤル 2（指定医薬部外品） 

・効能・効果：肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に 

・特徴：今つらい疲れに、速攻ケア！脂肪の代謝を助け、エネルギーにかえるビタミン B2に加え、ローヤル

ゼリー、アミノ酸、タウリン配合で効率よく疲れケア。 

 

・製品名：チョコラ BB®スパークリング（栄養機能食品（ナイアシン）、炭酸飲料） 

・特徴：キレイはじける 5つのチカラ！レモン 75個分のビタミンＣ1,500mg、キレイ★うれしいナイアシンに加

え、ビタミン B1、B6、Fe（鉄）も配合。 

 

・製品名：チョコラ BB® Fe チャージ（栄養機能食品（鉄）） 

・特徴：おいしく鉄分補給！鉄分5mg に加え、女性のキレイと元気にうれしいビタミン B 群、カルシウム、L‐

オルニチンを配合。 

 

 

＜チョコラ BB® 65 周年ありがとうキャンペーン実施中＞ 

チョコラ BB®ブランドは、65 年の感謝を込めて選んだ、今年だけの極上リゾート宿泊券など豪華賞品が合計1,300 様に当

たる「チョコラ BB 65 周年ありがとうキャンペーン」を実施中です。 

 当キャンペーンでは、「誰でも応募できる！プレゼントキャンペーン」（締め切り：8月31日）と、対象商品を購入しポイントを

貯めて応募する「買って当てよう！キャンペーン」（締め切り：10月31日）の2つのキャンペーンを展開しています。ふるって

ご参加ください。 

キャンペーン詳細はこちら： http://www.chocola.com/cpbb65pr 

 
 
  

■ 本リリースに関するお問い合わせは下記までご連絡ください ■ 
  

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

トレンダーズ株式会社  担当：海野 / TEL：03-5774-8871 / FAX：03-5774-8872 / mail：press@trenders.co.jp 
 

＜製品、広告に関するお問い合わせ先＞ 

エーザイ株式会社 コンシューマーhhc 事業部  担当：古浜/ TEL：03-5228-7203 / FAX：03-5229-0725 

http://www.chocola.com/
http://www.chocola.com/cpbb65pr
mailto:press@trenders.co.jp

