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報道関係者各位
2019 年 5 月 22 日
株式会社ワンダーテーブル

『YONA YONA BEER GARDEN in ARK Hills』
Instagram フォト投稿キャンペーン開催
ハッシュタグ「＃kanpai4747」
“4 種の飲み比べセット”プレゼント

2019 年 6 月 7 日（金）～9 月 1 日(日)、株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿 / 代表取締役
社長 秋元巳智雄（以下、当社）］は、アークヒルズ アーク・カラヤン広場（港区赤坂）に、『YONA YONA BEER
GARDEN in ARK Hills』をオープンします。このオープンを記念し、2019 年 6 月 7 日（金）～8 月 25 日(日)、
Instagram 上でフォト投稿キャンペーンを開催します。
投稿キャンペーンでは、『YONA YONA BEER GARDEN in ARK Hills（以下、
YONA YONA）』の公式 Instagram アカウントをフォローいただき、期間中に応
募者ご自身のアカウントで、投稿本文にハッシュタグ「#kanpai4747」を付け、
YONA YONA に関する写真とともに投稿いただきます。
毎週月曜日、前週に投稿いただいた中から素敵な投稿をひとつ選定し、公
式 Instagram アカウントでリポストして当選発表とさせていただきます。
当選者には、YONA YONA でご利用いただける“4 種の飲み比べセット”をプ
レゼントさせていただきます。
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■キャンペーン概要

＜キャンペーン名＞

Instagram 「#kanpai4747」 フォト投稿キャンペーン
＜応募方法＞
お客様ご自身のアカウントにて、YONA YONA で撮影した画像にハッシュタグをつけて投稿してください。
＜応募の流れ＞
① 公式 Instagram アカウント 「@yonayonabeergarden」をフォローする。
② YONA YONA で料理やお食事風景など、ご来店時の写真を撮影する。
③

ハッシュタグ「#kanpai4747」を付けて投稿する。

＜開催期間＞
2019 年 6 月 7 日（金）～8 月 25 日(日)
＜プレゼント商品＞
YONA YONA にてご利用いただける“4 種の飲み比べセット” 1 つ
＜当選数＞
毎週 1 名様（計 12 名様）
＜結果発表＞
-毎週月曜日、前週に投稿いただいた中から投稿をひとつ選定し、公式 Instagram アカウントでリポストして当選
発表とさせていただきます。
-抽選時に公式アカウントのフォローを解除されている場合は無効となります。
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＜ご利用方法＞
当選者には公式アカウントより DM をお送りしますので、店頭にて DM 内容をご提示の上、ご利用ください。
＜注意事項＞
-他のクーポンとの併用はできません。
-当選商品は現金との引き換えはできません。
-お１人様何回でもご応募いただけますが、当選は 1 回のみとさせていただきます。
-応募者自身が撮影した写真に当社指定のハッシュタグを全てつけて投稿すると、自動的にキャンペー
ンへの応募となります。
-上記「応募の流れ」①～③を満たして投稿したことをもって、当社は、応募者が本注意事項の全て同
意の上キャンペーンへ応募したものとみなします。
-必ずご自身で撮影された写真をご自身のアカウントからご投稿ください。作品にハッシュタグがつい
ていない場合には、応募対象外となります。
-Instagram の投稿を非公開設定にされている方は、本投稿キャンペーンの応募対象外になりますので
ご注意ください。
-未成年の方が応募する場合には、保護者の同意が必要となります。投稿された場合には、同意事項の
全てに保護者の方が同意したものとみなします。（それとも、商品の性質から「未成年者は禁止」と
したほうが良いかもしれません）
-応募された写真の著作権は応募者自身にありますが、当社の判断により当社のキャンペーンページや
当社が指定する YONA YONABEER GARDEN や YONA YONA BEER WORKS の各種サイト、チラシなどの広報
物、SNS に掲載されることについて承諾するものとします。また、応募者は投稿した写真について著
作者人格権を主張しないものとします。
-作品に応募者以外の方の写真が写っている場合には、必ず写真の使用について承諾を得てください。
-作品が知的財産権または肖像権等の第三者の権利侵害があった場合、当社は一切の責任を負わないも
のとします。
-本投稿キャンペーンへの投稿を含む、参加者のSNS上での発言内容やそれに関わるトラブル、その他第
三者との間にトラブルが生じた場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。
-本キャンペーンへの応募に際して、ソフトウェア・ハードウェア上のトラブルやその他の損害につい
て、当社は一切の責任を負わないものとします。
-当社は、本キャンペーンについて、事前に応募者に通知することなく変更または中止することができ
るものとします。また、必要と判断した場合には、応募者への予告なく本「注意事項」の内容を変更
できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するための必要な措置を取ることができます。
-キャンペーンへの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者の負担となります。
-当社が取得した個人情報は、賞品発送および到着の確認など本投稿キャンペーンの目的にのみ使用い
たします。
-当社は、キャンペーンへの応募に際し公共性、社会性において適切ではない以下の投稿については、
無効並びに削除させていただくとともに、万が一当社に損害が発生した場合には賠償を請求すること
あります。
・本キャンペーンの運営を妨げる行為
・当社または他人に迷惑、不利益、損害を与える行為
・当社または第三者のコンピューターの正常な機能を阻害する行為
・当社または他人を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為
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・他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
・他人の財産、プライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為
・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為に本キャンペーンを二次利用する行為
・わいせつ、児童ポルノおよび自動に性的搾取を助長する写真を投稿する行為
・政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似する行為
・公序良俗に反する行為
・インスタグラムの利用規約、法令、社会常識に反する行為および当社が不適切と判断する行為
・その他前各号に類する行為
＜問い合わせ＞
-キャンペーンのお問い合わせについては、メールのみの受付となります。
-info@wondertable.com 宛に「Instagram キャンペーン」のタイトルをつけてメールにてお問い合わ
せください。
-頂戴したお問い合わせにつきましては、順次対応させていただきます。
-当選のご確認にはお答えできませんので予めご了承ください。

■YONA YONA とは？
YONA YONA は、よなよなエール公式ビアレストラン
「YONA YONA BEER WORKS」がプロデュースした、
ヤッホーブルーイングの 6 種類の人気ビールがドラ
フトで楽しめるビアガーデンです。代表ブランドであ
る“よなよなエール”をはじめ、このビアガーデンのた
めに特別に醸造した“ARK Hills Ale 2019“をご用意
します。6 年目の開催となる今年は “ARK Hills Ale
2019”をモチーフにした ウォールアートをご用意し、購入されたご自身のカップと乾杯するポーズで写真撮影を
お楽しみいただけます。また、4 種のビールを楽しめる“4 種の飲み比べセット”が YONA YONA に初登場。4 つ
カップを持ち運ぶための専用ホルダーは、テーブルに置くとコースターとしてご利用いただけます。お料理は各
クラフトビールとの相性の良いお料理をご提供し、ペアリングも楽しめます。クラフトビールそのものとして楽しめ
る要素がたくさんあるスペシャルなビアガーデンにぜひご注目ください。

【会場限定ビール「ARK Hills Ale 2019」】
今回のために特別醸造した“ARK Hills Ale 2019”はここでしか味わえない限定ビール
です。セッション IPA らしいパイナップルやトロピカルフルーツのような強烈なホップアロ
マと苦みはそのままに、アルコール度数 4.5%という飲みやすさを両立。さらに小麦やオ
ーツ麦を使う事で口当たりの良さを実現しました。
製品名：

ARK Hills Ale 2019

ビアスタイル：

セッション IPA

アルコール度数： 4.5％
価格：

700 円（税込）
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【メニュー】
<お料理>
BEER FRIENDLY PLATE

3,500 円

オードブル 4 種盛り合わせ

から揚げ、焼き餃子、枝豆、トントロチャーシュー、ローストチキン、生ハム、トマトサラダ

ミックスナッツ、オリーブマリネ、生ハム、トマトとガリのサラダ、枝豆

YONA YONA SET

ヤッホーサラダ
オリジナルソーセージ 3 本セット

2,500 円

枝豆、生ハム、フライドポテト、ソーセージ

YONA YONA

3000 コース

1,000 円
2,000 円

パクチー乗せ大判焼き餃子

900 円

ミックスナッツ、枝豆、生ハム、フライドポテト、ヤッホーサラダ、ソーセージ、ローストチキン

鶏の唐揚げ ～スパイシーガーリック～

900 円

YONA YONA

たっぷりチーズのホットドッグ

900 円

5000 コース

3,000 円

2,000 円

5,000 円

ミックスナッツ、枝豆、生ハム、フライドポテト、ヤッホーサラダ、ソーセージ、ローストチキン
2 時間飲み放題

BEER FRIENDLY PLATE イメージ

YONA YONA SET イメージ

<ビール>
よなよなエール

700 円

水曜日のネコ

700 円

インドの青鬼

700 円

東京ブラック

700 円

軽井沢高原ﾋﾞｰﾙ ﾜｲﾙﾄﾞﾌｫﾚｽﾄ

700 円

限定醸造「ARK Hills Ale 2019」

700 円

4 種の飲み比べセット

1800 円

ビアチケット（6 枚つづり）

4 種の飲み比べセットイメージ

飲み放題イメージ

【店舗情報】
・店名：

YONA YONA BEER GARDEN in ARK Hills

・会場：

アークヒルズ アーク・カラヤン広場 （港区赤坂 1-12-32）

・開催期間：

2019 年 6 月 7 日（金）～9 月 1 日(日)
平日 17:00～22:00 LO21:30

※雨天決行・荒天中止

(土日祝 11:00～)

・URL：

http://yonayonabeerworks.com/

・Instagram：

@yonayonabeergarden

・TEL：

03-5458-8176

・席数：

160 席

※媒体掲載用画像はこちらからダウンロードください。
→ http://30d.jp/yonayonabeer/100
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4,000 円

※表記価格は全て税込です
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■YONA YONA BEER WORKS について
ヤッホーブルーイングのドラフトビールを最も多く味わうことができる、よなよなエール公式ビアレス
トランです。2013 年、赤坂見附に 1 号店をオープンし、現在では都内に 8 店舗展開しています。
お料理は、クラフトビールとの相性が良いローストチキンやオリジナルソーセージ、契約農家から取
り寄せた産直野菜を使ったメニューなど、豊富に取り揃えています。
※URL：http://yonayonabeerworks.com/

■ワンダーテーブルについて
株式会社ワンダーテーブルは、国内 52 店舗、海外 70 店舗の飲食店を展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題「鍋ぞう」やビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、
ニューヨークアメリカン「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ料理専門店「バルバッコア」、モッツァレラバー
「オービカ モッツァレラバー」などの海外ブランドを誘致し経営しています。
※URL：http://www.wondertable.com/
■ヤッホーブルーイングについて
「ビールに味を！人生に幸せを！」というミッションのもと、日本のビール文化にバラエティを提供し、お客様に
ささやかな幸せをお届けするという想いで、品質にこだわった個性的で味わい豊かなクラフトビールを製造
しています。フラッグシップであり日本を代表するクラフトビール『よなよなエール』や、『水曜日のネコ』、『インドの
青鬼』、『東京ブラック』などの高品質で個性豊かな製品が好評です。
本社：長野県軽井沢町 代表取締役社長：井手直行
※URL：https://yohobrewing.com/

―本件に関するお問合せー
株式会社ワンダーテーブル 広報担当 竹原真理子
TEL：090-5800-7019

FAX：03-3379-8165

E-Mail：mariko-takehara@wondertable.com
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