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コンチャ・イ・トロ社のチリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」 
選べる 12種類、おすすめワインとセットで当たる︕ 

「カッシェロ・デル・ディアブロ 悪魔のマリアージュ」キャンペーン実施 
  
メルシャン株式会社（社長 長林道生）は、チリNo.1※1ワイナリー、コンチャ・イ・トロ社が造るプレミアム・チリ

ワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」で、「カッシェロ・デル・ディアブロ 悪魔のマリアージュ」キャンペーンを、4月1日
(水)より実施します。 
※1︓INTELVID-Chile 2018  
日本におけるチリワインの2019年年間輸入数量は、5年連続で1位となりました※2。チリワインは、中高価格帯も

含めた豊富なラインアップを持ち、コストパフォーマンスに優れた品質がお客様に広く認知されています。中価格帯の
「カッシェロ・デル・ディアブロ」は、“悪魔の蔵”の名に由来するユニークなストーリーやコストパフォーマンスの高い味わい
などが支持されており、日本においても販売数量が2015年から2019年の過去4年で約1.6倍に拡大し、大きく成
長してきました。 
※2︓財務省関税局調べによる「ブドウ酒（2L未満）」の数量推移  
今回は、昨年実施し好評をいただいた「絶対もらえる︕悪魔の晩餐グルメキャンペーン」のコンセプトはそのままに、

抽選で合計1,200名様に「カッシェロ・デル・ディアブロ」に良く合う食品と、「カッシェロ・デル・ディアブロ」のワインが当た
るキャンペーンを実施します。「カッシェロ・デル・ディアブロ」の豊富なラインアップと食を組み合わせたマリアージュによる、
ワインのある豊かな食卓の提案を行うことで、ブランドの認知拡大とさらなる市場の活性化を図ります。 
 
●キャンペーン概要について 
「カッシェロ・デル・ディアブロ 悪魔のマリアージュ」キャンペーン                  
・期間 2020 年 4 月 1 日(水)～6 月 30 日(火)  

（レシート有効期間︓2020 年 3 月 10 日(火)～6 月 30 日(火)） 
  【第 1 弾】 2020 年 4 月 1 日（水）～4 月 30 日（木） 
  【第 2 弾】 2020 年 5 月 1 日（金）～5 月 31 日（日） 
  【第 3 弾】 2020 年 6 月 1 日（月）～6 月 30 日（火） 

・内容 対象商品を 1,000 円(税込)以上購入したレシートを撮影し、「カッシェロ・デル・ディアブロ」
LINE 公式アカウントのトーク画面から写真を送付し、応募いただきます。 
応募期間を 3回設けます。各回の締切後に一括抽選し、合計 1,200名様（12 コース×各
100 名様）に賞品が当たります。 

・対象商品 計 29 品 
・「カッシェロ・デル・ディアブロ レセルバ」シリーズ全商品 
・「カッシェロ・デル・ディアブロ デビルズ・コレクション」シリーズ全商品 
・「カッシェロ・デル・ディアブロ レセルバ・プリバダ」シリーズ全商品 
・「ディアブロ ダーク・レッド」 
・「カッシェロ・デル・ディアブロ ヴィンテージ・エディション」 

・キャンペーン 
特設サイト URL 

www.kirin.co.jp/products/wine/cyt/wines/diablo/mariagecp 

 
● 「カッシェロ・デル・ディアブロ」と「悪魔の蔵の伝説」について 

1883年に創業され、130年以上の歴史を誇るチリで最も歴史のあるワイナリーの一つであるコン 
チャ・イ・トロ社が造るプレミアム・チリワインです。そのあまりのおいしさから盗み飲みが絶えなかった
ため、創立者ドン・メルチョー氏が「この蔵には悪魔が棲んでいる」という噂を流し、その美酒を守っ
たという伝説を持つワインです。 

 
メルシャン株式会社は、ワイン事業スローガン「ワインのおいしい未来をつくる。」のもと、ワインのある豊かな時間を

通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。 
 
＊添付資料︓「カッシェロ・デル・ディアブロ 悪魔のマリアージュ」キャンペーン概要…４枚 
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「カッシェロ・デル・ディアブロ 悪魔のマリアージュ」キャンペーン概要 

 
1.名称        「カッシェロ・デル・ディアブロ 悪魔のマリアージュ」キャンペーン 
 
2.実施地域      全国  
 
3.応募期間    第 1弾︓2020年 4月 1日（水）0︓00～4月 30日（木）23︓59 

第 2弾︓2020年 5月 1日（金）0︓00～5月 31日（日）23︓59 
第 3弾︓2020年 6月 1日（月）0︓00～6月 30日（火）23︓59 

 
4.内容       対象商品を 1,000円(税込)以上購入したレシートを撮影し、「カッシェロ・デル・ディアブロ」 

LINE公式アカウントのトーク画面から写真を送付し、応募いただきます。 
応募期間を 3 回（第 1 弾～第 3 弾）設けます。各回の締切後に一括抽選し、合計
1,200名様（12 コース×各 100名様）に賞品（食品とワインのセット）が当たります。 

  
5.キャンペーン     www.kirin.co.jp/products/wine/cyt/wines/diablo/mariagecp 
特設サイト URL 

 
6.賞品 
 

第 1弾 ①「カッシェロ・デル・ディアブロ カベルネ・ソーヴィニヨン」&「前沢牛モモステーキ」 
②「カッシェロ・デル・ディアブロ ピノ・ノワール」&「スペイングルメ盛り合わせ」 
③「カッシェロ・デル・ディアブロ ヴィオニエ」&「イタリア産プロシュート」 
④「カッシェロ・デル・ディアブロ ロゼ」&「スモークサーモンセット」 
 各 100名様（合計 400名様） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2弾 ①「カッシェロ・デル・ディアブロ カルメネール」&「手造りローストビーフ」 
②「カッシェロ・デル・ディアブロ レッド・ブレンド」&「骨付きポークチョップ」 
③「カッシェロ・デル・ディアブロ ピノ・グリージョ」&「アヒージョセット」 
④「カッシェロ・デル・ディアブロ シャルドネ」&「夢創鶏 燻製生ハム」 
 各 100名様（合計 400名様） 
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第 3弾 ①「カッシェロ・デル・ディアブロ メルロー」&「松阪牛入り生ハンバーグ」 

②「カッシェロ・デル・ディアブロ シラーズ」&合鴨スモーク」 
③「カッシェロ・デル・ディアブロ ソーヴィニヨン・ブラン」&「天然ふぐのバジル&レモンペッ 
パー」 
④「カッシェロ・デル・ディアブロ ペドロ・ヒメネス」&「阿波尾鶏チキンソテー」 
 各 100名様（合計 400名様） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ※画像はイメージです。食器・野菜などは賞品に含まれておりません。ワインは全て１本ずつの送付となります。 
食品の内容量などの詳細につきましては、キャンペーン専用サイトをご覧ください。 

 
7.対象商品     計 29品 

「カッシェロ・デル・ディアブロ レセルバ」シリーズ全商品 
 「カッシェロ・デル・ディアブロ デビルズ・コレクション」シリーズ全商品 
 「カッシェロ・デル・ディアブロ レセルバ・プリバダ」シリーズ全商品 
 「ディアブロ ダーク・レッド」 
 「カッシェロ・デル・ディアブロ ヴィンテージ・エディション」 
  
8.応募条件     ・ご応募は、20歳以上で日本国内在住の方に限らせていただきます。 

・ご応募には、スマートフォンへの LINE アプリのダウンロード（無料）が必要です。その上で、
カッシェロ・デル・ディアブロ LINE 公式アカウントを友だち追加していただき、レシート有効期
間中(2020年 3月 10日（火）～6月 30日（火））に対象商品を 1,000円（税
込）以上購入したレシートを撮影した画像を送信いただくことで、応募の意思確認とさせて
いただきます。 
・LINE のバージョンとご使用端末の OS のバージョンを最新の状態にした上でご応募くださ
い。詳しくは、LINE の推奨環境
（https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=10002433）をご確認くだ
さい。 
・レシート有効期間中に対象商品を 1,000 円（税込）以上購入したレシート 1 枚につ
き、１口の応募とさせていただきます。 
・同一レシートでの複数回応募など、不正応募が確認された場合は応募を無効とさせてい
ただきます。 
・ご応募は、キャンペーン期間中であれば複数回可能ですが、当選は各応募期間につき 1
回までとさせていただきます。 
・キリングループの社員およびその関係者は応募できません。 
 

9.応募方法   本キャンペーンは、インターネットに接続できるスマートフォンからのご応募となります。  
※パソコン、タブレット、フィーチャーフォンには対応しておりません。  
下記の手順にて、ご応募ください。 
①キャンペーン期間中に、対象商品を 1,000 円（税込）以上購入したレシートを撮影し
てください。なお、レシートは、レシート有効期間内のものを撮影してください。  
②LINE アプリをダウンロードしていただき、カッシェロ・デル・ディアブロ LINE 公式アカウントを
友だち追加し、メッセージに従い順番に必要事項を送信してください。 
③応募完了のメッセージが表示されたら応募は完了です。 
 

 
10.賞品発送    賞品の発送につきましては、第 1弾 2020年 6月上旬ごろ、第 2弾は 2020年 6月下

旬ごろ、第 3 弾は 2020 年 7 月下旬ごろに順次発送させていただく予定です。諸事情に
より発送が遅れる場合もございますのであらかじめご了承ください。 
※一部地域・離島については冷凍品・冷蔵品の発送ができない場合がございます。 
※ワインと食材は別便での発送となります。 
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11.お問い合わせ先 メルシャン キャンペーン事務局  0120-369-301 

［開設期間］2020年 3月 10日（火）～8月 31日（月） 
［受付時間］9︓00～17︓00（土・日・祝日を除く） 
※LINE の操作方法、当選に関するお問い合わせへの回答はできません。 
※お問い合わせの内容を正確にうけたまわるため、お客様との通話を録音させていただきます。
あらかじめご了承ください。 
※くれぐれもお電話のおかけ間違いのないようにお願いいたします。 

 
12．応募の際の  ・ご応募いただけるレシートは、レシート有効期間中のものに限ります。 
注意事項     ・レシート画像を送る際は、必ず 1枚ずつ送信してください。 

・レシートが長い場合は、折り曲げて 1 枚に収まるように撮影してください。その際、「購入店舗名」
「購入店舗電話番号」「購入日時」「対象商品名」「対象商品購入価格」が確認できるようにし
てください。 
・1 枚のレシートは 1 回限りのご利用となります。同じレシートを使用して複数回ご応募いただけ
ません。 
・ご応募に使用するレシート画像は個人情報が含まれないよう撮影してください。 
・クレジットカードでお買い上げの場合は、レシートのカード情報部分を塗りつぶしてアップロードし
てください。 
・レシートに記載されている応募対象商品以外の商品名を黒く塗りつぶしてご応募いただくことも
可能です。 
・ご購入店舗の指定はございません。どちらの店舗でご購入いただいたレシートでもご応募可能で
す。 
・以下の場合は、ご応募を無効とさせていただきます。  

・レシート画像が不明瞭な場合 
・「購入店舗名」「購入店舗電話番号」「購入日時」「対象商品名」「対象商品購入価格」
が判読できない場合 
・1枚の画像にレシートが 2枚以上写っている場合 
・同じレシートを使用して複数回応募を行った場合 
・有効期間外のレシートで応募を行った場合 
・レシートが応募条件を満たしていない場合 
・レシートに不備があると主催者側（メルシャン株式会社）が判断した場合 

・ご応募の際にかかる通信料などは、応募者のご負担とさせていただきます。 
・ネットワークの混雑や障害などにより、応募完了までに時間がかかる場合がございます。応募プロ
セス途中での通信不具合・セッション切れなどについては一切責任を負いかねますので、安定した
通信環境でのご応募をお勧めいたします。 
・本キャンペーンのご応募によるいかなるトラブル・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負
わないものとします。あらかじめご了承ください。 
・ご応募いただいた内容に関しての有効・無効のお問い合わせは受け付けておりません。 
・ご応募いただいた内容に関しての変更・取り消しはできません。 
・はがきや封書でのご応募はできません。 

 
13．応募の際の  応募者が以下のいずれかに該当する場合、当社は直ちに当該応募者の制限、当選権利の無効 
制限事項     などの一切の措置を講じることができるものとし、当社に損害が生じた場合、当該応募者に対して 

（禁止事項）    損害賠償を請求できるものとします。 
・公序良俗に反する行為、法令条例に違反する行為、犯罪的行為に結びつく行為、または 
そのおそれのある行為を行った場合 
・第三者（他社および他社製品を含む）または当社を誹謗・中傷または名誉を毀損する
行為、またはそれらのおそれがある行為を行った場合 
・第三者（他社および他社製品を含む）または当社の知的財産権（著作権、商標権、
意匠権など）・肖像権・財産・プライバシーを侵害する行為を行った場合 
・本キャンペーンを利用した営業行為、営利目的行為またはその準備を目的とした行為を
行った場合 
・ハッキング・クラッシュ・スパムなどの方法によって当社のソフトウェア・ハードウェア・通信機器
などの機能を妨害・破壊・制限するなど、本キャンペーンの運営妨害を行った場合 
・LINE社が提供するサービスの利用規約に違反する行為を行った場合 
・第三者のニックネーム、LINE アカウント情報その他の個人情報などを不正に使用した場
合 
・応募の際に、虚偽の内容を申請した場合 
・1人の応募者が複数のアカウントを利用して応募した場合 
・同じレシート画像を複数回使用して応募した場合 
・第三者（他社および他社製品を含む）または当社に不利益または損害を与える行為を
行うなど、応募者として当社が不適切と判断した場合 
・当社が、本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断した場合 
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・その他、本規約に違反した場合 

 
14.個人情報のお取り扱い       
  お預かりしたお客様の個人情報につきましては、メルシャン株式会社にて適切に管理し、年齢確

認・賞品発送・お問い合わせの他、個人を特定しない統計的情報として利用させていただきま
す。なお、お預かりした個人情報はメルシャン製品・キリン製品に関するご案内、当社広告表示、
当社ウェブサイトの最適化表示を目的に、キリンホールディングス株式会社と共同利用させてい
ただきます。お客様の個人情報を、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提
供することはございません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。 
※その他個人情報の取り扱いに関しては、キリングループホームページの「個人情報の保護」
（www.kirinholdings.co.jp/privacypolicy/）をご覧ください。 


