2020 年 11 月吉日
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「三谷産業グループおうち de 感謝祭」
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
12 月 19 日（土）10：40～16：00 に、
「三谷産業グループおうち de 感謝祭」を、三谷産
業グループ社屋アンビシャスヒルよりライブ配信いたします。
従来は、アンビシャスヒル及び各事業所にて開催しておりましたお客様大感謝祭でありま
すが、今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点より、オンライン形式での開催と
なりました。
クリスマスシーズンに合わせたプレゼント企画のほか、専門講師によるセミナーも行い、
子どもから大人まで楽しんで頂ける内容で開催いたします。
また、12 月 19 日から翌年 1 月 31 日までは特設サイトを設けて、お客様との接点を図る
コンテンツを準備しております。
写真投稿サイトやグルメスタンプラリーをはじめ、ガスコンロやエアコン及びニッコー製
品等の特価販売を行います。
☆ライブ配信☆ 概要
●日程 2020 年 12 月 19 日（土）10:40～16:00
●会場 アンビシャスヒル 4 階会議室・食堂よりライブ配信
●内容
10:40～11:00 オープニングイベント
11:00～12:00 キッズプログラミング教室（講師：みんなのコード 洞まなみ氏）
12:00～13:00 休憩（各社 PR 動画、取引先メーカーの販促動画を配信）
13:00～13:35 似顔絵教室（講師：にっ顔絵さゆり氏）
13:35～13:50 ヨガ体験動画（講師：AND STUDIO YUMI 氏）※事前録画
13:50～14:35 女性の働き方セミナー（講師：ウフフドーナチュ 志賀嘉子氏）
14:35～14:45 休憩（各社 PR 動画、取引先メーカーの販促動画を配信）
14:45～15:30 メイクアップセミナー（講師：北国販社 田川ひとみ氏）
15:30～15:40 休憩（各社 PR 動画、取引先メーカーの販促動画を配信）
15:40～16:00 プレゼントタイム
●進行役

大平まさひこ氏
的場絢香氏

☆特設サイト☆ 概要
●写真投稿サイト
お客様のペットやクリスマスデコレーション、キャラクター弁当を写真で投稿していた
だき、特設サイトに掲載することにより相互間での交流を行います。
●アンビシャスヒルマーケット
特設サイトに販売ブースを設け、取り扱い製品の Web 購入による新規開拓を行いま
す。 特価販売☆《ガスコンロ・給湯器・ルームエアコン・住設機器ほか》
ニッコー製品の陶器福袋も用意しております。
●グルメスタンプラリー
石川富山の取引先飲食店 15 店と協力し、お客様が各店舗を利用していただき、クーポ
ンを集めていただく内容となっております。コロナ禍による飲食店が逆境の中、取引先飲
食店の活性化へつなげたいとも考えております。
●お役立ち情報動画
当社グループの施工動画を配信し、安心・安全・コロナ対策を徹底した工事であること
を PR します。また、社員によるガスを使った料理やトラブル対応をはじめ、ラクだショ
ップの紹介動画も配信し、当社グループの取り組みを広く周知します。

<お問合せ先>
アンビシャスヒル感謝祭事務局
三谷産業イー・シー 水谷

三 谷 産業グループ

おうちde 感謝祭

事前
申込YouTubeライブ配信
YouTubeライブ配信ではたくさんのプレゼントをご用意しております。
プレゼントのご応募には事前のお申し込みが必要です。事前にお申し
込みいただいた方に、後日視聴URLをお知らせいたします。

QR コードからお申し込みください。

2020

12/19

10:40〜16:00
たくさんのプ
レゼントを
ご用意しています！

Ni n te n d o Swi tc h のロゴ・
Ni n te n d o Swi tc h は任天堂の商標です。

プレゼント内容は予告なく変更となる場合がございます。

このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の状況を鑑み、お客様や関係者の
皆様の健康と安全に配慮し、従来の三谷産業グループお客様大感謝祭を中止し、おうち
de 感謝祭としてオンラインにて開催させていただくこととなりました。クリスマス時期に合
わせ、豪華プレゼントを多数ご用意しておりますので、是非お楽しみいただければ幸いです。
なお、ライブ配信会場におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染予防及び拡散防
止の対策を徹底いたします。
三谷産業イー・シー株式会社
三谷産業コンストラクションズ株式会社
差出人（差出人代行） 5-14

(株)ジャストコーポレーション

返信先：〒918-8216 福井県福井市殿下町46-3
このお荷物はご依頼人様からお預かりした荷物を当社が差出人となって発送代行しています。

おうちde感謝祭

特設サイト
感 謝 祭 限 定 のお得な情 報が満 載！欲しかったあの 商 品がある
かも？さらに皆さん の 写 真を投 稿いただける交 流コンテンツ
も登場！是非チェックしてください。
2020年

12 月19 日 〜 2021年 1 月31 日

https://ambitioushill.jp/

右の QR コード
からアクセス！

YouTubeライブ開催！12/19
私た

ちがご案内し

ま

たくさんのプレゼントを
ご 用 意 し て お り ま す。
プレゼントのご応募には
事前の登録が必要です。

す
！

キッズプログラミング教室

オープニング
時間

10:40 〜 11:00

時間

11:00 〜 12:00
hour of code で１時間でプログラ
ミング体験！パソコンやタブレット
を用意して参加しよう。

おうちde感謝祭ライブ配信スタート
いきなりプレゼントが当たるチャンス！

MC

似っ顔絵教室
時間

抽選で 20 組の方に、にっ顔絵さゆりのクリ
スマスカードプレゼント！写真データを添
えてホームページからお申し込みください。

キッズ
プログラミング
教室

11:30

ライブ配信で開催する教室に４組の親子をご招待

おうち de できるヨガ
時間

商品・
サービスのご紹介

講師：AND STUDIO

似っ顔絵教室

13:30

13:50 〜 14:35

子供を育てながらでもできる自由な働
き方をお伝えします。

14:00

志賀 嘉子氏

時間

事前にご希望の商品を選んでのお申し込みが必要です。

ライブ配信前日までにホームページからお申し込みください。

講師：田川 ひとみ氏

プレゼントタイム以外にも、各番組の中でプレゼント企画を予定してお
りますのでお楽しみに。 ※いずれも事前のご応募が必要です。

休憩

美顔バランス診断
＆メイクアドバイス

15:40 〜 16:00

抽選で豪華プレゼントが当たるチャンス！電話を受けて番組中
に発表されるキーワードをお答えください。

社長とママ
ウフフドーナチュの働き方

あなたの魅力を引き出す！

美しさには法則がある。全体のバラ
ンスを整え、思わず振り返りたくな
るような印象美人になりませんか。

YUMI 氏

プレゼントタイム

運動不足を解消！
おうち de できるヨガ

14:30

14:45 〜 15:30

13:35 〜 13:50

どこまでできるかな？みんなで体を動かそう
エナジーくんとラクたろうも参加するよ！

13:00

社長とママ 女性の働き方セミナー
ウフフドーナチュの働き方

時間

事前にホームページからお申し込みください。

ライブ配信で開催する教室に４組の親子をご招待

運動不足を解消！
12:00
12:30

事前にホームページからお申し込みください。

講師：ウフフドーナチュ

先着
４組

11:00

13:00 〜 13:35

講師：にっ顔絵さゆり氏
対象：小学生のお子さんとそのご家族

時間

対象：小学生のお子さんとそのご家族

オープニング

5 分で描ける！似顔絵教室。
一緒に描いてコツを学ぼう！

先着
４組

講師：特定非営利活動法人
みんなのコード 洞 まなみ氏

10:30

的場 絢香さん、 大平まさひこさん

10:40
〜16:00

15:00 あなたの魅力を引き出す！
美顔バランス診断
＆メイクアドバイス

15:30
16:00

アンケートにご協力いただいた方
抽選で
名様に

100
ENEOSプリカ
1,000 円分をプレゼント

休憩
プレゼントタイム

※サービスステーション以外でもご利用いただけます

※上記の内容は予定です。変更となる場合がございます。

おうちde感謝祭

特設サイトも楽しもう！

写真投稿で
つながろう

2020年 12月 19日
〜2021年 1月 31日

お得情報満載

石川・富山の名店に行こう！

アンビシャスヒル
マーケット

グルメ
スタンプラリー

リンナイ デリシア３Ｖ
専用アプリでプロが監修した
レシピを自動調理
RHS71W31E12RCSTW
定価 350,900 円 ( 税込 )

49%
OFF

S22XTRXS（ホワイト）
お部屋サイズ 6 畳程度
定価 407,000 円 ( 税込 )

街でみかけた
クリスマスデコレーション

な ど テ ー マ ご と に「い い ね」の 多 か っ た 方
5 名にプレゼントが当たる！
投稿フォームからコメントを添え
て お送りください。
詳 しくはホームページで。

お問い合わせ

（税込）

ダイキン ルームエアコン
乾燥しやすい冬の室内を
快適に保つ「うるさら X」

ラクだ、エナジーくんの
キャラ弁を作ってみよう

かわいいペット自慢

標準工事費込みでこの価格

¥176,000

49%

標準工事費込みでこの価格

¥206,800

OFF

（税込）
（架台・家電リサイクル料金別途）

ニッコー
福袋

数量
限定

他にもたくさんご用意しております。
ホームページをチェックしてね。

おうちde感謝祭参加店のグルメを楽しんで、
さらにクーポンを GET しよう
参加店でお食事をしてスタンプを集めよう！
スタンプを集める数によって、参加店で使える更に
お得なクーポンに変わります。
期間：2020年12月19日(土)〜2021年3月31日(水)

特設サイトでスタンプシートを入手
して参加してね。

おうち de 感謝祭事務局 ［三谷産業イー・シー（株）］石川県野々市市御経塚 3-47

TEL 076-269-4567

