2019 年 12 月 26 日

<Media Alert>

ご自宅で、外出先で 並ばずに数万点からお買い物
2020 年最初のビッグセール「Amazon の初売り」開催
1 月 3 日（金）9 時から 1 月 6 日（月）23 時 59 分まで
 商品が届くまでお楽しみの「中身はおまかせ福袋」や、注文前に中身を確認できる「中身が見える福袋」
が登場
 在庫豊富な人気商品がお得な価格で登場する「特選タイムセール」や幅広いカテゴリーの商品が
続々更新される「数量限定タイムセール」を実施
 人気動画クリエイターSEIKIN 氏が「Amazon の初売り」に登場する商品の一部を動画で紹介

Amazon（所在地：東京都目黒区）は、2020 年 1 月 3 日（金）9 時から 1 月 6 日（月）23 時 59 分の 87 時間にわたり、
数万点の商品を販売する 2020 年最初のビッグセール「Amazon の初売り」（http://www.amazon.co.jp/hatsuuri）を実施
いたします。
「Amazon の初売り」では、商品詳細ページにて中身を事前にご覧いただける「中身が見える福袋」や商品が届くまで
お楽しみの「中身はおまかせ福袋」をご用意します（※1）。スナイデルやナノ・ユニバースをはじめとする人気のファッション
ブランドの福袋や、アイリスオーヤマの家電・家具セット、黒帯の北海道プレミアム海鮮福袋など、1,000 点以上の福袋を
取り揃えます。お客様は、年初めにご自宅や外出先などでいつでも福袋のお買いものをお楽しみいただけます。
福袋に加え、在庫豊富な人気商品がお得な価格で登場する「特選タイムセール」や、幅広いカテゴリーの商品が続々
更新される「数量限定タイムセール」も実施します。Amazon Echo Dot や、Beats by Dr. Dre のワイヤレスヘッドホン、
ハズブロのボードゲーム「モノポリー」、刑事コロンボ コンプリート ブルーレイ BOX、シャープの AQUOS 4K テレビ、
PlayStation 4 Pro とソフトのお得なセットなどの魅力的な商品を数万種類取り揃えています。
「Amazon の初売り」では、福袋やセール商品の販売だけではなく、年始のお買い物が楽しくなる企画もご用意します。
人気動画クリエイターの SEIKIN 氏が 1 月 2 日（木）に「Amazon の初売り」に登場する商品の紹介動画を配信し、お正月
休みに楽しめる商品をセール開始に先駆けてご紹介します。また、「Amazon の初売り」でのお買い物で最大 5,000
ポイントが付与されるキャンペーン（※2）や、Amazon プライム会員限定で書籍を購入すると最大で 15%のポイントが還元
されるキャンペーン（※2）も実施しています。また、Echo シリーズなどの Alexa 搭載デバイスをお持ちのお客様は、
Alexa に「アレクサ、初売りはいつから？」と呼びかけていただくと、Alexa が「Amazon の初売り」に関する情報を紹介
してくれます。
※1 福袋はセット商品であり、対象の商品は、在庫状況や発送場所等の事情により、別々に届く場合があります。
※2 Amazon Mastercard の通常ポイント還元を含みます。
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初売りの目玉商品を一部ご紹介
＜中身が見える福袋＞

黒帯 北海道 プレミアム 海鮮
生ほたて貝柱・いくら醤油漬け・ジャ
ンボ ボイル たこ足・ししゃもなどが
セットになった福袋

phiten(ファイテン) 福袋
2020 年メタックスプレミアムセット
ファイテンのメタックス棒、メタック
スチェーンネック、メタックスチェー
ンブレスがセットになった福袋

ヴィダ・オーガニカ・スパークリング
リーデル シャンパンペアグラス &
ルクルーゼ アイスクーラー スリーブ付き
手摘みの有機栽培ぶどうのみを使用した
スパークリングワインに、ペアグラス、ワイ
ンクーラースリーブがセットになった福袋

シービージャパン 水筒
ガンダム ジオン レッド &
ガンダム ジオン グリーン 420ml
ジオンデザインのコーヒーボトルの赤と緑
がセットになった福袋

アイリスオーヤマ
あったか家電・家具セット
寒い部屋を暖かく。アイリスの布団乾
燥機、電気ストーブ、羽毛布団、着る
毛布、毛布がセットになった福袋

Zinus 低反発セット Ultima Comfort
マットレス ベッドフレーム トッパー
セミダブルのマットレス、すのこベッドフ
レーム、トッパーがセットになった福袋

＜中身はおまかせ福袋＞

S.YAIRI ソプラノ＆コンサートの
2 本入り！ ウクレレ福袋

スナイデル 2020 年【福袋】6 点セット
レディース F (FREE サイズ)

ソプラノサイズのウクレレ、薄型コ
ンサートサイズのウクレレ、チュー
ナーがセットになった福袋

コート、ワンピース、ニットトップスとスカー
ト、カットプルオーバー、エコファーティペッ
トの計 6 点が入った福袋。
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ナノ・ユニバース 2020 メンズ 福袋
秋冬に使えるアウター1 点、春秋に
活躍するミドルアウター1 点、トップス
が 2 点の計 4 点が入った福袋。

＜その他の「Amazon の初売り」セール対象商品＞

ザ・プレミアム・モルツ
【2020 年お祝いビール】
お正月干支デザイン缶 子歳
[ 350ml×24 本 ]

ハズブロ ボードゲーム モノポリー
ジュニア 日本語版 キッズ用

Echo Dot (エコードット)
第 3 世代 - スマートスピーカー
with Alexa、チャコール

Beats Solo3 Wireless
ワイヤレスヘッドホン
- Beats Club Collection -クラブレッド

ニューバランスベビーシューズ
IV996 / IZ996

刑事コロンボ コンプリート
ブルーレイ BOX

ショップジャパン トゥルースリーパー
セブンスピロー 低反発 枕

シャープ N-Black パネル搭載
50V 型 液晶 テレビ AQUOS 4K
HDR 対応 LC-50US45

PlayStation 4 Pro + Horizon Zero
Dawn Complete Edition セット
※このほか PlayStation 4 関連商品
がセールに登場

※各商品の最新価格は、Amazon.co.jp サイトをご参照ください。

「Amazon の初売り」期間中は、その他にもこんな楽しみ方をご用意しています。

「Seikin TV」で Amazon の初売りを紹介
動画クリエイターの SEIKIN 氏が、「Amazon の初売り」に登場する商品の一部から、お正月休みがさらに楽しくなる商
品をご紹介します。
配信予定日： 2020 年 1 月 2 日（木）
Seikin TV プロフィール
YouTube チャンネル総登録者数は 500 万人を超え、子供から大人まで楽しめる幅広い内容の
動画で大人気の動画クリエイター。
YouTube チャンネル Seikin TV
http://www.youtube.com/user/SeikinTV
SEIKIN 氏

「アレクサ、初売りはいつから？」
Echo シリーズなどの Alexa 搭載デバイスをお持ちのお客様は、Alexa に「アレクサ、初売りはいつから？」と呼びかけて
いただくと、Alexa が「Amazon の初売り」に関する情報を紹介してくれます。
また「アレクサ、初売りのおすすめは？」と話しかけていただくと、Alexa がセール商品を検索し、お客様はその商品を音声で
購入することも可能になります。（検索、購入いただけない商品が一部あります。）
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お得な 2 つのポイントキャンペーンのご紹介


「Amazon の初売り」でのお買い物で最大で 5,000 ポイントがもらえるキャンペーン

2020 年 1 月 3 日（金）9 時から「Amazon の初売り」セール終了まで、キャンペーン期間中に Amazon.co.jp の対象
商品から合計 10,000 円（税込）以上のお買い物をしていただくと最大で 5,000 ポイントが付与されるキャンペーンを実施
いたします。
Amazon プライム会員のお客様や Amazon ショッピングアプリでお買い物いただいたお客様、Amazon Mastercard で
お買い物いただいたお客様はポイントの還元率がアップし、最大 5,000 ポイントが付与されます。
Amazon アカウントにログインした状態で、本日からセール終了までキャンペーンページにアクセスするだけで、
本キャンペーンにエントリーができます。


キャンペーン期間 2020 年 1 月 3 日（金）9 時～1 月 6 日（月）23 時 59 分まで



キャンペーンページ http://www.amazon.co.jp/nyspoints

※Amazon Mastercard の通常ポイント還元を含みます。
※詳細に関しては本キャンペーンページをご確認ください。



プライム会員限定 書籍購入で最大 15%ポイント還元キャンペーン

「Amazon の初売り」期間を含む 2020 年 1 月 31 日（金）23 時 59 分まで、プライム会員限定で、Amazon.co.jp が、
販売・発送するすべての書籍（Amazon マーケットプレイス、Amazon アウトレット、Kindle 本などの電子書籍、Audible
商品を除く）をご購入いただくと 1 冊では最大 5%、まとめ買いで最大 15％ポイントが還元されるキャンペーンを実施
しています。


キャンペーン期間 2020 年 1 月 31 日（金）23 時 59 分まで



対象商品：Amazon が販売・発送する書籍全商品が対象（Amazon マーケットプレイス、Amazon アウトレット、
Kindle 商品、Audible 商品のご注文は対象外）



キャンペーンページ http://www.amazon.co.jp/primebookpoint

※上記キャンペーンの対象はプライム会員および Prime Student 会員となります。（Business Prime 会員は対象外）
※Amazon Mastercard の通常ポイント還元を含みます。
※詳細に関しては本キャンペーンページをご確認ください。

「Amazon の初売り」セール内容について


「特選タイムセール」

トップブランドや人気の商品が特別価格にて登場する「Amazon の初売り」の目玉セールです。幅広いカテゴリーから
カスタマーレビューの星の数が 4 つ以上の商品を中心に、在庫を豊富に取り揃えております。在庫がある限りお買い求め
いただけます。


「数量限定タイムセール」

最大 8 時間のタイムセールで、数量限定の商品が続々と特別価格で登場します。おひとり様につき 1 点の購入が可能と
なり、タイムセール期間が終了するまで、または対象商品が売り切れるまでご利用いただけます。Amazon ショッピング
アプリの「ウォッチリスト」機能をご利用いただくと、タイムセールが開始する直前に、プッシュ通知でお知らせを受け取る
ことができます。
※ここに紹介されているセール商品やキャンペーン内容等は 2019 年 12 月 26 日時点の予定であり、都合により一部変更となる場合があ
ります。

Amazon について
Amazon は 4 つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。
カスタマーレビュー、1-Click 注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazon プライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、
アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa などは、
Amazon が先駆けて提供している商品やサービスです。Amazon について詳しくは Amazon Newsroom（http://amazon-press.jp）および
Amazon ブログ（http://blog.aboutamazon.jp）から。

本件に関する報道関係者からのお問合せ先
アマゾンジャパン合同会社

株式会社プラップジャパン

プレス対応 Tel：03-6367-4117

Tel：03-4580-9101

プレス対応 E-mail：press@amazon.co.jp

E-mail：amazon@ml.prap.co.jp
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