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日時： 2020

開場： スカイホール豊田

対戦カード：シーホース三河

 

【マルサンアイオリジナルブース出展内容】

（１）先着 1000

 

 

（２）フリースロー体験ゲーム

 成功した方には、お好きなマルサンアイ商品を

 

プレゼント商品例

  ・豆乳飲料

・だし香るとろける味噌

・本場赤だし

・ホルモンたっぷり

 

プレスリリース 

報道関係者各位 

マルサンアイ株式会社

B.LEAGUE「シーホース三河」

合当日はマルサンアイオリジナルブースを出展し、

場を盛り上げていきます。

みそと豆乳のマルサンアイ

2020 年 2 月 17 日（月

スカイホール豊田

シーホース三河

【マルサンアイオリジナルブース出展内容】

1000 名様 「マルサン調製豆乳プレゼント」

フリースロー体験ゲーム

成功した方には、お好きなマルサンアイ商品を

プレゼント商品例（左から）

・豆乳飲料 花香ウーロンティ

・だし香るとろける味噌

・本場赤だし 3種の具

・ホルモンたっぷり どて焼

プロバスケットボールチーム「シーホース三河」と
タイアップし地域スポーツ活動を応援します

マルサンアイ株式会社(本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：渡辺

「シーホース三河」のゲームスポンサー（冠試合）

オリジナルブースを出展し、

ていきます。 

と豆乳のマルサンアイ

日（月）入場 16

スカイホール豊田 （豊田市総合体育館）

シーホース三河 ｖｓ 宇都宮ブレックス

【マルサンアイオリジナルブース出展内容】

「マルサン調製豆乳プレゼント」

フリースロー体験ゲーム 

成功した方には、お好きなマルサンアイ商品を

（左から） 

花香ウーロンティ 

・だし香るとろける味噌 あわせ 

種の具 

どて焼 

プロバスケットボールチーム「シーホース三河」と
タイアップし地域スポーツ活動を応援します

本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：渡辺

ゲームスポンサー（冠試合）

オリジナルブースを出展し、

と豆乳のマルサンアイ Presents 

16 時 40 分～

（豊田市総合体育館） 

宇都宮ブレックス

【マルサンアイオリジナルブース出展内容】 

「マルサン調製豆乳プレゼント」

成功した方には、お好きなマルサンアイ商品を 1

Go!Go!
プロバスケットボールチーム「シーホース三河」と

タイアップし地域スポーツ活動を応援します

 

本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：渡辺

ゲームスポンサー（冠試合）

オリジナルブースを出展し、家族で楽しめる

 

 

 

Presents シーホース三河

分～ Tip Off 19

  愛知県豊田市八幡町１丁目２０

宇都宮ブレックス 

「マルサン調製豆乳プレゼント」 

1 個プレゼント！

Go!Go!シーホース
プロバスケットボールチーム「シーホース三河」と

タイアップし地域スポーツ活動を応援します

本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：渡辺 邦康

ゲームスポンサー（冠試合）を通し、地域

家族で楽しめるフリースロー体験ゲーム

シーホース三河

19 時 05 分～ 

愛知県豊田市八幡町１丁目２０

個プレゼント！ ※プレゼント商品がなくなりしだい

シーホース 
プロバスケットボールチーム「シーホース三河」と

タイアップし地域スポーツ活動を応援します

邦康)は、地元

地域のスポーツ活動を応援します。

フリースロー体験ゲーム

シーホース三河 ホームゲーム

 

愛知県豊田市八幡町１丁目２０ 

プレゼント商品がなくなりしだい

プロバスケットボールチーム「シーホース三河」と
タイアップし地域スポーツ活動を応援します

2020 年 2 月

地元プロバスケット

のスポーツ活動を応援します。

フリースロー体験ゲームなど、試合

ホームゲーム  

プレゼント商品がなくなりしだい

プロバスケットボールチーム「シーホース三河」と 
タイアップし地域スポーツ活動を応援します。 

月 10 日（月）

プロバスケットボールチ

のスポーツ活動を応援します。試

など、試合前から会

 

プレゼント商品がなくなりしだい終了 

 

） 

 



（３）マルサンアイ

 「マルサン坊や

だければマルサンアイ商品をプレゼント！

※プレゼント商品がなくなり次第終了。

※事前ダウンロードの場合でも、携帯電話の画面をスタッフまで

お見せください。

 

出展内容詳細

https://go-seahorses.jp/news/detail/id=15256

 

【ハーフタイムイベント】

マルサンアイ

 

■シーホース三河

愛知県刈谷市を本拠地として

昨シーズンは『ホスピタリティ

（※1） 2016 年

ケットボールリーグが運営する。

（URL: https://go

 

 

 

 

 

 

■マルサンアイ株式会社について

本社所在地：

代 表 者：

資 本 金：

設 立：

U R L：

業 務 内 容：

当社では大豆

手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発

や生活者との接点強化を図っていきます。

 

（３）マルサンアイ オリジナル

「マルサン坊や LINE スタンプ」をダウンロードいただいたお客様に、会場のマルサンアイブースまでお越しいた

だければマルサンアイ商品をプレゼント！

※プレゼント商品がなくなり次第終了。

※事前ダウンロードの場合でも、携帯電話の画面をスタッフまで

お見せください。 

内容詳細  

seahorses.jp/news/detail/id=15256

【ハーフタイムイベント】 

マルサンアイ Presents タツヲン

シーホース三河について

愛知県刈谷市を本拠地として

昨シーズンは『ホスピタリティ

年 9 月 22 日に開幕

ボールリーグが運営する。

URL: https://go-seahorses.jp/

■マルサンアイ株式会社について

本社所在地： 〒444-2193

： 代表取締役社長

： 8 億 65 百万円

： 1952 年 3

： http://www.marusanai.co.jp/

： 大豆を主原料とするみそ・豆乳、無菌充填技術を活かした飲料、その他食品の製造販売。

2019 年 9

大豆を中心とした様々な

手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発

や生活者との接点強化を図っていきます。

 

マルサンアイ株式会社

担当：深津

オリジナル LINE スタンプダウンロードキャンペーン

スタンプ」をダウンロードいただいたお客様に、会場のマルサンアイブースまでお越しいた

だければマルサンアイ商品をプレゼント！

※プレゼント商品がなくなり次第終了。

※事前ダウンロードの場合でも、携帯電話の画面をスタッフまで

seahorses.jp/news/detail/id=15256

 

タツヲン the 

について 

愛知県刈谷市を本拠地として B.LEAGUE

昨シーズンは『ホスピタリティ No.1 クラブ』を初受賞。

開幕した、日本の男子プロバスケットボールリーグの通称。公益社法人ジャパンプロフェッショナルバス

ボールリーグが運営する。 

seahorses.jp/） 

■マルサンアイ株式会社について 

2193 愛知県岡崎市仁木町字荒下１番地

代表取締役社長 渡辺

百万円 

3 月 

http://www.marusanai.co.jp/

大豆を主原料とするみそ・豆乳、無菌充填技術を活かした飲料、その他食品の製造販売。

9 月期の売上は、

を中心とした様々な製品の製造販売を通じて、企業理念である「健康で明るい生活へのお

手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発

や生活者との接点強化を図っていきます。

【本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先】

マルサンアイ株式会社

担当：深津 博美 TEL

スタンプダウンロードキャンペーン

スタンプ」をダウンロードいただいたお客様に、会場のマルサンアイブースまでお越しいた

だければマルサンアイ商品をプレゼント！ 

※プレゼント商品がなくなり次第終了。 

※事前ダウンロードの場合でも、携帯電話の画面をスタッフまで

seahorses.jp/news/detail/id=15256 

the ステージ 

B.LEAGUE（※1）に所属するプロバスケットボールチーム

クラブ』を初受賞。

した、日本の男子プロバスケットボールリーグの通称。公益社法人ジャパンプロフェッショナルバス

愛知県岡崎市仁木町字荒下１番地

渡辺 邦康 

http://www.marusanai.co.jp/ 

大豆を主原料とするみそ・豆乳、無菌充填技術を活かした飲料、その他食品の製造販売。

月期の売上は、273 億円。

製品の製造販売を通じて、企業理念である「健康で明るい生活へのお

手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発

や生活者との接点強化を図っていきます。 

【本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先】

マルサンアイ株式会社 開発統括部・マーケティング室

TEL： 0564-27

スタンプダウンロードキャンペーン

スタンプ」をダウンロードいただいたお客様に、会場のマルサンアイブースまでお越しいた

※事前ダウンロードの場合でも、携帯電話の画面をスタッフまで

 

に所属するプロバスケットボールチーム

クラブ』を初受賞。地元に愛され、熱狂的なファンが多い人気チーム。

した、日本の男子プロバスケットボールリーグの通称。公益社法人ジャパンプロフェッショナルバス

愛知県岡崎市仁木町字荒下１番地

大豆を主原料とするみそ・豆乳、無菌充填技術を活かした飲料、その他食品の製造販売。

億円。 

製品の製造販売を通じて、企業理念である「健康で明るい生活へのお

手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発

【本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先】

開発統括部・マーケティング室

27-3701 Mail：

スタンプダウンロードキャンペーン 

スタンプ」をダウンロードいただいたお客様に、会場のマルサンアイブースまでお越しいた

※事前ダウンロードの場合でも、携帯電話の画面をスタッフまで 

に所属するプロバスケットボールチーム

地元に愛され、熱狂的なファンが多い人気チーム。

した、日本の男子プロバスケットボールリーグの通称。公益社法人ジャパンプロフェッショナルバス
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大豆を主原料とするみそ・豆乳、無菌充填技術を活かした飲料、その他食品の製造販売。

製品の製造販売を通じて、企業理念である「健康で明るい生活へのお

手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発

【本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先】

開発統括部・マーケティング室 ブランドマネジメント課

： hiromi.fukatsu@marusanai.co.jp

https://www.marusanai.co.jp/linestamp/
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【本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先】 

ブランドマネジメント課

hiromi.fukatsu@marusanai.co.jp
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