
【【キキャャンンペペーーンンののおお知知ららせせ】】

報道関係各位       2015 年 4 月 16 日    
大塚食品株式会社  

大塚食品株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：戸部貞信）は、ビタミ

ン炭酸飲料『マッチ』の消費者キャンペーンとして、歌手・西野カナさんのライブチケット

が当たる「ビタミン炭酸マッチ×西野カナ“with LOVE tour”LIVE チケットプレゼントキャンペ

ーン」を 2015 年 7 月末日まで実施します。

本キャンペーンは、ビタミン炭酸飲料『マッチ』の新たなファン層の獲得を目的として、

『マッチ』のファン層でもある 10 代を中心に人気の歌手・西野カナさんのニューシングル

「もしも運命の人がいるのなら」とタイアップ。4 月 25 日 (土 )から放映予定の『マッチ』の

新 CM にぴったりな爽やかな楽曲で盛り上げていきます。  

ビタミン炭酸飲料『マッチ』は、1996 年の発売以来 10 代から 20 代前半の方から支

持されており、スッキリしたあと味とゴクゴク飲めるビタミン入りのやさしい炭酸で、勉強

で一息つくときや部活動の後、友達との遊びの合間など、学生生活の様々な場面でお

楽しみいただけます。  

【キャンペーン概要】  

■キャンペーン名：ビタミン炭酸マッチ×西野カナ“with LOVE tour”LIVE チケット

プレゼントキャンペーン  

■応募締切：2015 年 7 月 31 日（金）23：59 まで ※応募会場により締切が異なります。

■応募方法：シリアルナンバーシールの付いているビタミン炭酸飲料『マッチ』をご購入

いただき、シリアルナンバーを 5 つ集めてキャンペーンサイトよりご応募ください。

■対象商品：

ビタミン炭酸飲料『マッチ』500ml/1500ml

ビタミン炭酸飲料『マッチピンク』500ml

■プレゼント賞品：抽選で合計 650 組 1300 名様に

「西野カナ  全国アリーナツアー2015  『with LOVE tour』」の

LIVE チケットをプレゼント。

W チャンスとしてペアチケットが当選しなかった方の中から、

500 名様に、『マッチ 500ml ペットボトル』1 ケース（24 本入り）

及び『マッチ』オリジナルクリアファイルが当たります。

■キャンペーンサイト：http:/ /match2015cp.jp/

西野カナさんのライブチケットが当たる  

「ビタミン炭酸マッチ×西野カナ“with LOVE tour” 

LIVE チケットプレゼントキャンペーン」 

～抽選で 650 組 1300 名様ご招待～ 



■西野カナ  全国アリーナツアー2015『with LOVE tour』スケジュール

L IVE 情報

開催日 開場 開演 会場 当選者数 応募締切

2015/5/17（日 ）  16 :00  17 :00  さいたまスーパーアリーナ  100 組 200 名様 2015/4/15（水 ）  

2015/5/30（土 ）  17 :00  18 :00  神戸ワールド記念ホール  25 組 50 名様
2015/4/30（木 ）  

2015/5/31（日 ）  16 :00  17 :00  神戸ワールド記念ホール  25 組 50 名様

2015/6/21（日 ）  16 :00  17 :00  広島グリーンアリーナ  25 組 50 名様 2015/5/15（金 ）  

2015/7/7（火 ）  18 :00  19 :00  名古屋 ・日本ガイシホール  25 組 50 名様
2015/5/29（金 ）  

2015/7/8（水 ）  18 :00  19 :00  名古屋 ・日本ガイシホール  25 組 50 名様

2015/7/11（土 ）  17 :00  18 :00  愛媛県武道館 25 組 50 名様

2015/6/15（月 ）  
2015/7/12（日 ）  16 :00  17 :00  愛媛県武道館 25 組 50 名様

2015/7/18（土 ）  16 :00  17 :00  宮城セキスイハイムスーパーアリーナ  25 組 50 名様

2015/7/20（月 ）  16 :00  17 :00  朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター  25 組 50 名様

2015/7/25（土 ）  17 :00  18 :00  横浜アリーナ  50 組 100 名様

2015/6/30（火 ）  2015/7/26（日 ）  16 :00  17 :00  横浜アリーナ  50 組 100 名様

2015/8/1（土 ）  16 :00  17 :00  北海きたえーる  25 組 50 名様

2015/8/15（土 ）  17 :00  18 :00  マリンメッセ福岡 50 組 100 名様
2015/7/15（水 ）  

2015/8/16（日 ）  16 :00  17 :00  マリンメッセ福岡 50 組 100 名様

2015/8/22（土 ）  17 :00  18 :00  大阪城ホール  50 組 100 名様
2015/7/31（金 ）  

2015/8/23（日 ）  16 :00  17 :00  大阪城ホール  50 組 100 名様

【アーティストプロフィール】  

西野カナ (ニシノカナ )   

1989 年生まれ、三重県出身。2008 年にメジャーデビュー以降、  

リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集め、

女性ファンを中心にブレイク。現在、楽曲のトータルダウンロード数は  

4,500 万 DL を突破。昨年リリースした 5th Album「with LOVE」は  

自身 4 作目となるオリコンチャート首位を記録。  

平成生まれのアーティストで最多記録を更新した。  

この回の応募は終了しております。  


