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Amazon プライム会員向けのビッグセール「プライムデー」 の商品を一部公開 第 1 弾







今年初登場のプライムデー特別商品: ルナソルの限定メイクボックスやバルミューダの特別セットなど
昨年のプライムデーで人気だったザバスのプロテインやル・クルーゼの福袋などがセール対象に
Amazon Pay の日本の事業者 5 社が自社サイトでプライムデーに合わせて提供する特別商品やセール商品も
Amazon フレッシュや Prime Now のキャンペーンもご紹介

最大 10%ポイントを還元する Amazon ポイントアップキャンペーンを実施。セール商品以外も対象

総合オンラインストアAmazon.co.jp（以下、Amazon）は、7月16日（月・祝）正午から17日（火）23時59分までの36時間にわ
たって開催する、年に一度のプライム会員のためのビッグセール「プライムデー」（http://www.amazon.co.jp/primeday）に
登場予定の商品を一部ご紹介します。
今回のプライムデーから新たに、世界中の数百ものメーカー・ブランドによる、プライムデー限定の商品やプライム会員
先行販売商品などのプライムデー特別商品を提供します。人気ブランド、ルナソルのコスメセット、LEGO史上最も背の
高い、高さ100cmのクレーンなど、注目の商品を数多く取り揃えました。また、「特選タイムセール」「数量限定タイムセール」
では、昨年のプライムデーで好評だったザバスのプロテインや、ル・クルーゼの4～10万円相当の商品がメーカー希望小売
価格から約半額となる数量限定の福袋、さらには日本初上陸のコードレススティッククリーナー Shark（シャーク）
EVOFLEX（エヴォフレックス）S20 を特別価格で販売するなど、様々なカテゴリーから魅力的な商品が続々登場します。
またこのプライムデーでは、Amazon.co.jpでは手に入れることのできないプライムデー特別商品・セール商品を、決済
サービスAmazon Payを導入しているJTB、北海道日本ハムファイターズなどの日本の事業者5社が初めて提供します。
プライム会員のお客様は、各事業者のサイトで、Amazonアカウントを使って簡単に、これらの特別商品・セール商品を
お買い物いただけます。
さらに、Amazonプライム会員向けサービスのAmazonフレッシュとPrime Nowでもこの時期に併せてキャンペーンを実施
します。Amazonフレッシュではプライムデー限定商品が最大50%OFFになるセールを実施。また、Prime Nowでは、
700種類以上の商品が20%OFFでご購入できるほか、ベン＆ジェリーズのアイスクリームなどが実質無料になるキャン
ペーンを実施します（なくなり次第終了）。
なお、プライム会員でないお客様も、30 日間の無料体験（http://www.amazon.co.jp/primeday）にて、プライム会員にご登録
いただくことで、すぐにプライムデーにご参加いただけます。
■プライムデーの目玉商品を一部ご紹介
【｢プライムデー限定商品＆プライム会員先行販売商品｣の目玉商品】

【先行販売】[VA ヴァンドーム青山] K10YG ネックレス
WEB 限定ネックレスで、三日月を思わせるサークルモチーフの
中に天然石のフェルスパー、ホワイトトパーズ、ダイヤモンドを
セッティングしたラグジュアリーなネックレス

【限定商品】バルミューダトースター+野田琺瑯ホワイトバット
人気のスチームオーブントースターにバルミューダのロゴ入り野田
琺瑯のホワイトバットがセットになった商品

1

【先行販売】レゴ テクニック 全地形対応型クレーン
レゴ史上最も背の高い約 100cm のモデル。レゴ好きへのプ
レゼントにもおすすめです。

【先行販売】ルナソル 旬メイクボックスセット
Amazon 限定コスメボックス付
ルナソル人気のアイシャドウ 3 種と口紅 3 種に Amazon 限定コ
スメボックスが付いた特別なセット

【注目のセール商品】

LG 65V 型 4K 有機 EL テレビ

Shark EVOFLEX™ S20 充電式コードレスクリーナー
※EVOFLEX S20 の日本での販売はこのプライムデー
が初めてとなります。

ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24 本 神泡体感キット
(『電動超音波式神泡ビールサーバー』&
『泡持ち 1.2 倍グラス』付)

アイロボット ロボット掃除機 ルンバ 642

ル・クルーゼ ミニ・マグ 耐熱陶器(6 個入り)
レインボーコレクション

Anker PowerLine+ Micro USB ケーブル
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明治 ザバス ホエイプロテイン
100 ココア味【50 食分】 1,050g

【福袋】ル・クルーゼ チェリーレッドカラー
4 点セット

PG 機動戦士ガンダム 00 ガンダムエクシア
(LIGHTING MODEL)

ブラックアンドデッカー 18V
マルチツールベーシック

シリーズ 9 ブラウン メンズ電気シェーバー

サーモス 真空断熱 フードコンテナー
パステルイエロー

実施内容について
●「プライムデー限定商品＆プライム会員先行販売商品」
世界で数百ものメーカー・ブランドによるプライムデー特別商品やプライム会員限定の先行販売商品、コンテンツを提供いた
します。今年のプライムデーの新企画です。
●「特選タイムセール」
トップブランドや人気の商品を特にお得な価格で登場するプライムデーの目玉セールです。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います
●「数量限定タイムセール」
最大8時間実施のタイムセールです。数量限定で5分ごとに続々商品が登場します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ことで、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。
■Amazon Pay で Amazon.co.jp では手に入れることのできない特別商品やセール商品をお買い物
今年のプライムデーには、決済サービス Amazon Pay を導入している日本の EC 事業者 5 社が初めて参加します。
JTB によるラグジュアリーな旅行ツアーやお得な海外旅行、北海道日本ハムファイターズによる普段体験することので
きないエグゼクティブな野球観戦プランに加え、カジタク、キッズライン、スカイチケットが、Amazon.co.jp では手に入れ
ることのできないプライムデー特別商品・セール商品を提供します。プライム会員のお客様は、各事業者のサイトで
Amazon アカウントを使って、これらの特別商品・セール商品を簡単にお買い物いただけます。

JTB： カシオペア紀行 津軽半島満喫 3 日間
おひとり 95,800 円~236,000 円（2 名 1 室)
寝台特急カシオペアで行く津軽半島満喫 3 日間。日本海の絶景を臨
むリゾートしらかみに乗車。1 室限定でカシオペアスイートも提供。そ
の他、お得な海外旅行やプライベートジェットの旅など、様々なプラン
を提供します。(※写真はイメージです。提供：JR 東日本)

スカイチケット： 国内線航空券
通常価格より 2,000 円引き
複数航空会社の価格を比較検討できるスカイ
チケットにて、Amazon Pay を利用したご購入
で国内線航空券が 2,000 円オフとなります。

北海道日本ハムファイターズ： エグゼクティブ観戦プラン
1,000,000 円(2 人 1 組)
試合開始直前のマウンドから投じるファーストピッチ、特別エ
リアからの観戦、スイートルーム宿泊などをセットにした商
品。9 月シルバーウィークの対象試合を提供。また 1 イニン
グ限定で稲葉篤紀氏による野球講座を受けながら野球をご
観戦いただけます。

カジタク： ハウスクリーニングサービス
通常価格より 10%オフ
Amazon Pay のご利用により、エアコンクリー
ニングなどのハウスクリーニングサービスなら
どれでも 10%オフで提供します。
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キッズライン： ベビーシッター初回無料
Amazon アカウントを使って新規会員登録（無料）
をされた方に、ベビーシッターサービスにご利用い
ただける最大 5,000 円相当のキッズラインポイント
をプレゼント。

■Amazon フレッシュ
Amazonフレッシュは、生鮮食品や専門店のこだわり食材、日用品まで、最短4時間でまとめてお届けするAmazonプライム会員
向けサービスです。東京都・千葉県・神奈川県の一部の地域が対象で、午前8時から深夜0時まで2時間ごとにお届け時間帯の
指定ができます。お得なキャンペーン情報など、詳細はhttp://www.amazon.co.jp/freshをご参照ください。
≪Amazon フレッシュで実施するキャンペーン≫
※7/16（月・祝）正午から 7/17（火）まで


Amazonフレッシュにて通常実施している最大50%OFFの
セールに、アメリカ産 アンガス牛サーロインステーキや真
ほっけなど、プライムデー限定の目玉商品が登場します。
[冷凍] 魚の北辰
真ほっけ開き(1 枚入) 260g

[冷凍] アメリカ産 アンガス牛
サーロインステーキ 200g

■Prime Now
Prime Nowは、ご注文後、商品を最短1時間以内にお届けするAmazonプライム会員向けサービスです。
「1時間以内配送」（配送料890円）と、朝8時から深夜0時まで2時間ごとにお届け時間帯を指定できる「2時間便」（配送料
無料）があり、「Prime Now」の専用アプリからご注文いただけます。東京都・神奈川県・千葉県・大阪府・兵庫県の一部の
地域でご利用可能です。詳細はhttp://www.amazon.co.jp/primenowをご参照ください。
≪Prime Now で実施中のキャンペーン≫
※7/31（火）まで





期間中、食品や日用品などの700種類以上の商品が最大20%OFFになります。
Prime Nowで初めてのお買い物の場合、5,000円以上のご注文を対象にクーポン利用で1,000円OFF、
さらに次回使える1,000円OFFクーポンもプレゼントいたします。
ベン＆ジェリーズのアイスクリームや、コカ･コーラ、キュキュットクリア泡スプレーなどが、実質無料に
なるキャンペーンも実施します。
コカ・コーラ
500ml PET

キュキュット
クリア泡スプレー
本体 無香性 300ml

【プライムデー限定商品】
紅はし 寿司職人体験＋全国銘菓セット(小学校 1～3 年生対象)
Prime Now の限定商品です。日本橋三越本店の「紅はし」にて、
寿司職人体験ができる参加券と、全国銘菓がセットになっています。

http://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=5775999051

※商品は都合により変更になる可能性があります。
※各商品の最新価格は、Amazon.co.jpサイトおよび各事業者のウェブサイトをご参照ください。

■Amazon ポイントアップキャンペーン
プライム会員を対象に 10,000 円以上のお買い物で、Amazon ポイントアップキャンペーンを実施します。Amazon
Mastercard の還元率とあわせて最大 10%ポイント還元のチャンス。セール商品以外を含むすべての商品が対象
（Amazon ギフト券、Amazon コイン、予約商品を除く）。事前にエントリー可能です
（登録ページ: https://www.amazon.co.jp/primedaypointsup)。
Amazonプライムで毎日をより便利で豊かに
Amazonプライムは毎日の暮らしを便利にし、生活を豊かにするプレミアムサービスです。世界で1億を超えるAmazonプライム会員に、
Amazonプライムのさまざまな特典・サービスをお楽しみいただいています。日本では、会員特典対象の数千もの人気映画やTV番組が見放
題の「Prime Video」、「Prime Music」、「Prime Reading」、「プライム・フォト」、「Twitch Prime」がお楽しみいただけます。先行タイムセール
もご利用いただけます。さらに、迅速で便利な配送特典・サービスを提供。当日お急ぎ便やお急ぎ便、お届け日時指定便が何度使っても無
料です。対象エリアでは、毎日のお買い物を最短1時間以内にお届けする「Prime Now」を利用したり、生鮮食品や日用品など必要なものが
1カ所で揃う「Amazonフレッシュ」の会員になることができます。忙しい毎日のお買いものがより便利になります。Amazonプライムの詳細と
30日間の無料体験はwww.amazon.co.jp/primeから。
Amazonについて
Amazonは4つの理念を指針としています。競合他社ではなく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。
本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先
アマゾンジャパン合同会社
プレス対応Tel: 03-6367-4117
プレス対応E-mail: press@amazon.co.jp

株式会社プラップジャパン
Tel: 03-4580-9101
E-mail: amazon@ml.prap.co.jp
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