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販 促カレンダー

6

季節に合わせた販促アイディアをお届け！

7

JUNE

JULY

イベント

6日

梅の日

15日

生姜の日

16日

和菓子の日

20日

夏至

酒風呂の日

25日 うまみ調味料の日

2日

うどんの日

7日 乾麺の日・ギフトの日
夏割りの日

8

はちみつの日

8日

発酵食品の日・親孝行の日

24日

愛酒の日

14日 メンズバレンタインデー

31日

野菜の日

30日

9日

告知期間・店頭告知例

父の日

ワインヌーボー・芋焼酎新酒

（8／22〜30）

熱中症予防強化月間

食品衛生月間

21日敬老の日

お中元

2015 FIFA U-20W杯

両親の日

29日洋菓子の日

世界陸上選手権大会

6日 サラダ記念日

手巻寿司の日

健康増進普及月間

6日 World Wide Webの日

（6／29〜7／12）

29日 佃煮の日

6日 黒豆の日・黒酢の日

夏バテ防止に

ウィンブルドン選手権

SEPTEMBER

3日

サマーバレンタイン
11日 梅酒の日

9

AUGUST

ひやおろし
帰省・観光客向け土産特集

（5／30〜6／20）

秋の頒布会イベント準備

夏の生酒

ブライダル

2015年限定イベント

記

念

日

コ

ム

ラ

9月6日は黒グルメ三昧
く

ろ

「9」と「6」の語呂合わせで、黒にちなんだ記念日が目白押しの
9月6日。お中元とお歳暮商戦の間を狙った販促企画のヒント
として、黒にまつわる食の記念日を活用してみませんか？

I 黒にまつわる食の記念日

「黒の日」は京都黒染工業協同組合が伝統染色の黒染めをＰ

Ｒするために制定した記念日です。
しかし、9月6日には他にも、
みよし

I 夏バテを吹き飛ばす黒い食材

他にも黒い食材といえば、みなさんは何を思い浮かべます

か？黒ゴマ・レーズン・プレーン・黒糖など。お酒なら、黒ビールや
黒麹を使った焼酎、
日本酒にも「黒」の付く銘柄がたくさんあり
ます。
こうして挙げてみると、
見た目のインパクトはもちろん、
栄
養の面からも注目すべき食材が多いのではないでしょうか。
9月はお中元商戦や帰省土産需要が落ち着く時期。夏の暑さ
で疲れた体を癒すスタミナ企画として、貴社の「黒」にまつわる
食材やお酒を発売し

「黒豆の日」
「黒酢の日」
「黒い真珠 三次ピオーネ
（広島県三次

てみてはいかがで

市で生産されるぶどう）の日」など、黒い食べ物にまつわる記念

しょうか。貴社にぴっ

日がたくさんあるのをご存知ですか？

たりのセット内容か

中でもここ数年盛り上がっているのが、
「鹿児島黒牛・黒豚の

ら商 品 コンセプト、

日」。黒牛・黒豚・黒酢・黒糖・
（黒麹）焼酎など、黒のつく特産品が

パッケージデザイン

多い鹿児島では、黒の日にちなんで「かごしま黒グルメフェス

まで、弊社でお手伝い

タ」を開催。県産食材をアピールするイベントとしてこの記念

させていただきます。

日を活用しています。

アイディア通信のメルマガ配信を始めました。購読のご希望やその他の
お問い合わせは弊社担当営業または下記連絡先までお気軽にどうぞ！
高桑美術印刷株式会社営業統括部 TEL
（076）
277- 8660 ／ FAX
（076）
277- 3466

弊社既製品情報はこちら！
高桑美術印刷

検索

http://takakuwa.wave.jp/
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全国に広がる弊社営業ネットワークを活かして、日本各地の商品をご紹介 !

ご当地商品
情報

第 回︻ 富山県 ︼
﹁富山かがやき天然水・
北陸湯着入浴セット﹂

五洲薬品株式会社 様

36

3月14日、いよいよ北陸新幹線が開業し、金沢・
富山〜首都圏が最速2時間28分で結ばれます。
開業に先駆け、沿線地域ではさまざまなPR活動

とうちゃく

「北陸湯着
入浴セット」

や関連商品の開発・販売が行われています。今回
は新幹線設置駅を3駅持つ富山県より、
「美と健
康」にこだわりミネラルウォーター・入浴剤の開発、
製造を行う五洲薬品様の企画商品を二つご紹介し
ます。
一つ目は、北陸新幹線W7系デザインのボトル
に、地元のおいしい天然水を詰めた「富山かがやき
天然水」です。蛇口をひねればいつでもおいしい
お水が飲めるといわれる程の名水地である富山県。
標高3,000m級の山々が連なる北アルプス・立山
連峰から、国内最大級の深さを誇る水深1,000m

二つ目は、北陸旅行気分をご家庭でも楽しめる
とうちゃく

ようにと開発された「北陸湯着入浴セット」。到着
とうちゃく

（北陸の地に着く）
と、湯着（北陸を感じられる湯に
着く）を掛け合わせたキャッチーなネーミングと、

の富山湾に至るまで、高低差約4,000mのダイナ

新幹線の形状にカットされた入浴剤が目を引くイ

ミックで変化に富んだ地形が名水を生み出します。

ンパクトのある商品です。

車両に見立てたボトル2本を連結させ、見た目に

中の台紙には、切り取って遊ぶことができる北陸

も楽しめるこちらの商品は、北陸新幹線に乗った

新幹線の模型と、
「きときと
（新鮮）／富山弁」、
「あ

記念、富山に来た記念として手にとっていただきや

んやと
（ありがとう）／石川弁」など、沿線地域であ

すいようにとの想いが込められています。

る長野・富山・石川の方言や特産品、名所が描かれ
ています。また2種類の入浴剤は、富山県名産の
「チューリップの香り付」、石川県名産の「金箔配
合」となっており、入浴時も北陸気分を味わうこと
ができます。
開業に向けた今後の動向にも注目ですが、
この
ようなイベントをきっかけに、地域性など活かした

「富山かがやき天然水」

アイディア商品企画を行ってみませんか？貴社に
あったご提案をさせていただます。

億円を超えて、ハロウィンは1,100億円になると予想さ
れました（日本記念日協会推計）。国内最大級といわれる

ルト民族のお祭りといわれています。日本

仮装イベント「カワサキ・ハロウィン2014」には、約１１万
イベントが開催されるなど、国内各地で盛り上がる一大イ

場規模予測では、バレンタインの1,080

ベントとなっています。
各業界でもハロウィンに合わせて、カボチャを練り込ん
だ麺やおばけをモチーフにした和菓子など、関連商品が
発売されています。とくに若い女性のハロウィンの参加率

バレンタ インを

人が来場したとのこと。大型商業施設でも参加型の仮装

品が続々と販売されており、2014年の市

しの ぐ 勢いの

ではカボチャやお化けをモチーフとした商

ハロ ウィン！

10月31日のハロウィン。その始まりは
秋の収穫を祝い、悪霊を追いはらう古代ケ

市場
トレンド情報

様々な事象から流行のグッズまで、時代の動向をデータから読み解く!

が高い傾向にあり、女性向けの商品販促にはうってつけ
なのではないでしょうか？
貴社の商品に合わせて、さまざまなハロウィン商品企
画をご提案させていただきます。ぜひお声かけください。

アイディア通信のメルマガ配信を始めました。購読のご希望やその他の
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