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2021 年 10 月 14 日 

 

オハヨー乳業株式会社 

オハヨーバイオテクノロジーズ株式会社 

 

 

 

 

 

 日本カバヤ・オハヨーホールディングスグループのオハヨー乳業株式会社（本社：岡山県岡山 

市、代表取締役社長：野津 基弘）と、ヘルスケア領域を展開しているオハヨーバイオ 

テクノロジーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野津 基弘）は、 

10 月 15 日（金）より、「カラダには免疫力を高めるチカラがある。」キャンペーン第 2 弾 “お口

を守る「健康三種の神器」編”を実施します。期間中に『ロイテリヨーグルト』『ロイテリ 乳酸

菌サプリメント』『ロイテリ 乳酸菌リキッド Dog & Cat』 をご購入のレシートでご応募いただ

くと、“買って応募！プレゼントキャンペーン”として抽選で Amazon ギフト券 500 円分を 1,000

名様、クラプロックス電動歯ブラシを 20 名様にプレゼントいたします。 

 また、キャンペーンサイトよりアンケートに回答の上お申込みいただける、“誰でも応募！ト

ライアルキャンペーン“として、先着 1,000 名様に「健康三種の神器」トライアルキットをプレ

ゼントいたします。 

 

 オハヨー乳業およびオハヨーバイオテクノロジーズは、今後も全身の健康に寄与する口腔ケア

の大切さを伝える啓発活動を実施してまいります。 
 

 

◆キャンペーンサイト“お口を守る「健康三種の神器」編” 

https://shop.ohayo-reuteri.com/line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「カラダには免疫力を高めるチカラがある。」キャンペーン第 2弾 

10 月 15 日（金）より開始 

レシート応募で Amazon ギフト券 500円分を 1,000 名様、クラプロックス電動歯ブラシを 20 名様に 

アンケートに答えて応募可能な「健康三種の神器」トライアルキットも 

https://shop.ohayo-reuteri.com/line
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◆キャンペーン概要 

アンケートに回答の上 LINE でご応募いただくと先着で賞品をプレゼントする「誰でも応募！

トライアルキャンペーン」、対象商品をお買い上げの上、LINE またははがき（キャンペーン応募

専用はがき・郵便はがき）でご応募いただくと抽選で賞品が当たる「買って応募！プレゼントキ

ャンペーン」の 2 つのコースがあります。 

「買って応募！プレゼントキャンペーン」は対象商品をお買い上げいただいたレシート・お買

い上げ明細書をはがきに貼り付け、または LINE で写真をアップロードいただくとご応募いただ

けます。 

 

※オンラインでの購入は「ロイテリ公式ストア」でご購入のお買い上げ明細書のみが対象となり

ます。 

※ご応募は複数回可能です。 

※キャンペーン内容は、予告なく変更、終了することがございます。 

※LINE 株式会社は、本キャンペーンのスポンサーではありません。 

※LINE および LINE ロゴは、LINE 株式会社の登録商標です。 

 

◆キャンペーン期間 

レシート有効期間：2021 年 10 月 15 日(金)～ 11 月 25 日(木) 

応募締め切り：2021 年 11 月 30 日(火) ※当日消印有効 

 

 

◆キャンペーン内容 

・誰でも応募！トライアルキャンペーン（LINE で応募） 

アンケートに回答するだけで「健康三種の神器」トライアルキットを先着 1,000 名様にプレゼント

いたします。 

＜内容＞※賞品は予告なく変更となる場合があります。 

 ・「健康三種の神器」スターターブック 

 ・クラプロックス歯ブラシ CS スマート 1 本 ※色はお選びいただけません 

 ・ロイテリ 乳酸菌サプリメント Self Guard(セルフガード)10 粒入 1 個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆応募方法 

 【LINE で応募】 

１． オハヨーバイオテクノジーズ公式 LINE アカウント「お口から、カラダのこと by OHAYO」

を友だち追加 

友だち追加はこちらから▶ https://lin.ee/m4fZTHr 

 ２．トークルーム下部のキャンペーンバナーをタップし、ご応募ください。 

https://lin.ee/m4fZTHr
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・買って応募！プレゼントキャンペーン（LINE またははがきで応募） 

対象商品を購入し、必要なポイント数を貯めて応募すると Amazon ギフト券 500 円分を 1,000 名

様に、またはクラプロックス 電動歯ブラシ ブラックイズホワイト（Black is white）を 20 名様に

抽選でプレゼントいたします。 

 

＜応募に必要なポイント数＞ 

3 ポイントで応募…Amazon ギフト 500 円分 

7 ポイントで応募…クラプロックス電動歯ブラシブラックイズホワイト(Black is white) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜買って応募！プレゼントキャンペーン 対象商品＞ 

ロイテリヨーグルト 110g／オハヨー乳業 

ロイテリ 乳酸菌サプリメント Basic Guard(ベーシックガード)30 粒入・10 粒入／オハヨーバ

イオテクノロジーズ… 

ロイテリ 乳酸菌サプリメント Self Guard(セルフガード)30 粒入・10 粒入／オハヨーバイオテ

クノロジーズ 

ロイテリ 乳酸菌リキッド Dog & Cat 5ml／オハヨーバイオテクノロジーズ 

 

※当社グループ商品は、スウェーデン BioGaia®の正規のロイテリ菌を使用しています。 

 

＜商品ご購入で貯められるポイント数＞ 

ロイテリヨーグルト         1 個＝1 ポイント 

ロイテリ 乳酸菌サプリメント 10 粒入 1 個＝7 ポイント 

ロイテリ 乳酸菌サプリメント 30 粒入 1 個＝21 ポイント 

 ロイテリ 乳酸菌リキッド Dog & Cat   1 本＝21 ポイント 

 

◆応募方法 

【はがきで応募】 

対象商品のいずれかを含むレシート（コピー不可）を、キャンペーン応募専用はがきまたは郵便は

がきに貼り、住所・氏名(フリガナ)・電話番号・性別・年齢を明記の上、郵送にてご応募ください。 

応募宛先 

〒152-8691 

日本郵便（株）目黒郵便局 私書箱 88 号 

オハヨー乳業・オハヨーバイオテクノロジーズ「カラダには免疫力を高めるチカラがある。第 2 弾」 

キャンペーン事務局 宛 
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 【LINE で応募】 

２． オハヨーバイオテクノジーズ公式 LINE アカウント「お口から、カラダのこと by OHAYO」

を友だち追加 

友だち追加はこちらから▶ https://lin.ee/m4fZTHr 

 

３． トークルーム画面下部のキャンペーンバナーから「ポイントを貯める」をタップ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． キャンペーン期間中にお買い上げいただいたロイテリ対象商品のレシートを画面の指示

に従ってアップロード 

５． ご希望の賞品に必要なポイント数が貯まったら、キャンペーンバナーから「コース応募」

をタップし、希望コースへご応募ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用規約を確認の上ご応募ください。 

※お一人様何度でもご応募可能です。 

 

◆キャンペーンに関するお問い合わせ先 

オハヨー乳業・オハヨーバイオテクノロジーズ「カラダには免疫力を高めるチカラがある。」第 2

弾キャンペーン事務局 

ohayo-reuteri-cp@jimukyoku.info 

受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く) 

事務局開設期間:2021 年 10 月 15 日(金)～2021 年 12 月 24 日(金) 

 

 

◆健康 web メディア「お口から、カラダのこと」 

 https://media.ohayo-reuteri.com/ 

 

 

◆オハヨーバイオテクノロジーズ公式 LINE アカウント「お口から、カラダのこと by OHAYO」 

https://lin.ee/m4fZTHr 

 

 

https://lin.ee/m4fZTHr
mailto:ohayo-reuteri-cp@jimukyoku.info
https://media.ohayo-reuteri.com/
https://lin.ee/m4fZTHr
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― オハヨー乳業株式会社・オハヨーバイオテクノロジーズ株式会社 会社情報 ― 

 オハヨー乳業と、オハヨーバイオテクノロジーズは、日本カバヤ・オハヨーホールディングスグルー

プの一員として、日本人の健康寿命を延ばし、豊かな人生を実現するため「医と食のバランスを変え

る」という 10 年ビジョンを掲げております。オハヨー乳業は素材をいかした乳製品の開発・製造を通

して、オハヨーバイオテクノロジーズはロイテリ事業を通じて、皆様の健やかな生活に貢献してまい

ります。 

 


