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大王製紙株式会社 

 

大人気！エリエールのディズニーデザインシリーズ全 50 商品以上が対象 

「ディズニーデザイン商品を買って当たる!キャンペーン」開催のお知らせ 

劇団四季ギフトカードを含む 6 種類のディズニー関連賞品を抽選で 3,000 名様にプレゼント 

衛生用紙製品 No.1 ブランド※1 の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）はこのたび、

エリエールのディズニーデザイン全商品を対象に、ご購入いただいた方の中から抽選で 3,000 名様にディズニー関連賞品が

当たる「ディズニーデザイン商品を買って当たる!キャンペーン」を 5 月 1 日（日）から 7 月 22 日（金）まで開催します。

『トイ・ストーリー』デザインを起用して 4 月 21 日（木）から限定販売する『除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用

ペアパック』および『除菌できるウエットタオル 食卓テーブル用』の 2 商品を含む 50 商品以上で展開します。なお、キャン

ペーン期間中に発売される商品も対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

■キャンペーンについて 

エリエールでは 2020 年 10 月、ベビー用紙おむつブランド「グーン」より、毎日のおむつ替えを楽しく感じてもらいたいと

いう想いから、子どもから大人まで人気のミッキーマウス＆ミニーマウスのデザインにリニューアル。多くのお客さまから“子ども

とキャラクターの会話をしながらスムーズにおむつ替えができた”とのお声をいただき、好評を博しました。その後も、長引くコ

ロナ禍のおうち時間を少しでも明るく過ごしていただきたいという想いを込め、除菌・ウエットやペーパータオル、ティシュー、

ふき掃除シートなどの商品パッケージに、世界中で親しまれている『くまのプーさん』や『アナと雪の女王』、『リトルマーメイド』

など 9 作品、総勢 30 キャラクターを超えるデザインを展開しています。 

そして今春、エリエールでさらにディズニーライフを満喫していただけるプレゼントキャンペーンを開催します。期間中に

販売される全商品（50 商品以上予定）を対象に、ご購入時のレシートで応募していただくと、劇団四季ギフトカード

2 万円分やミニーマウスのシルバーネックレス、そして、作品の世界観を表現したプリザーブドフラワー「シンデレラの靴」など、

6 種類のディズニー関連賞品が合計 3,000 名様に当たります。 

■【4 月 21 日（木）発売】「エリエール 除菌できるシリーズ」ディズニー企画品について 

①『エリエール 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用ペアパック品 ディズニーデザイン企画品』は今春、ホテルが

オープンすることで話題の『トイ・ストーリー』をパッケージデザインに採用した、ご自宅で使いやすい本体（ボトルタイプ）とつ

めかえ用のペアパック品。ポップでカラフルなボトルはお部屋にそのまま置いてもインテリアになじみ、気分を明るくしてくれます。 

②『エリエール 除菌できるウエットタオル 食卓テーブル用 ディズニーデザイン企画品』のパッケージは、イエロー調のギンガ

ムチェック柄に「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」らを手描き風イラストで可愛らしくデザイン。アルコール配合の大判・厚手シ

ートで広いテーブルをしっかり拭きとることができ、使い捨てで衛生的、ふきんの漂白や洗濯の手間を省けるアイテムです。 

※1:インテージ SRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2021 年度メーカー別売上金額） 

NEWS RELEASE 

1 



―「エリエールのディズニーデザイン商品を買って当たる!キャンペーン」 概要 ― 

【名   称】 「エリエールのディズニーデザイン商品を買って当たる!キャンペーン」 

【応募期間】 2022 年 5 月 1 日（日）00:00～7 月 22 日（金）23:59 

【レシート有効期間】 2022 年 5 月 1 日（日）～7 月 15 日（金） 

【応募方法】 対象期間中に、各コースの応募に必要な金額分(税込)を購入したレシートで、WEB または郵送にて 

ご応募ください。 

※＜1,000 円コース＞＜500 円コース＞ともに期間中おひとり様何口でも応募可能です。 

①WEB で応募：対象商品を購入したレシート写真を以下のキャンペーンサイトより送付。 

（https://www.elleair.jp/campaign/disneycp_2205）※2022 年5 月1 日（日）公開予定 

 ➁郵送で応募：対象商品を購入したレシートをハガキに貼って送付。 

【賞   品】 劇団四季ギフトカードを含む 6 種類のディズニー関連賞品を抽選で合計 3,000 名様にプレゼント 

 ＜1,000 円コース＞：合計 1,000 円（税込）以上ご購入のコース 

 

 

 

 

 

 

 ◎【A 賞】劇団四季ギフトカード 2 万円：100 名様 

 2022 年夏は「ライオンキング」「アラジン」「アナと雪の女王」「リトルマーメイド」を上演予定。 

 ◎【B 賞】レゴ ディズニーレゴ 4 種セット：100 名様 

 ◎【C 賞】ミニーマウス シルバーネックレス（THE KISS）：100 名様 

 ＜500 円コース＞：合計 500 円（税込）以上ご購入のコース 

 

 

 

 

 

 ◎【D 賞】ディズニーファン定期購読 1 年分：300 名様 

 ◎【E 賞】おもちのようなやわらかさの抱き枕（ベルメゾン）：1,200 名様 

 ◎【F 賞】ディズニー プリザーブド アレンジメント「シンデレラの靴」（日比谷花壇）：1,200 名様 

【対象店舗】 エリエール ディズニーデザイン商品・企画品を取り扱う全販売店およびエリエールオンラインショップ、他EC ショップ 

【対象商品】 エリエール ディズニーデザイン全商品 

 

 

 

 

 

 

【キャンペーンサイト】 https://www.elleair.jp/campaign/disneycp_2205 ※2022 年5 月1 日（日）公開予定 

【お問合せ】 キャンペーン事務局 TEL：03-3224-9999（受付 10:00～17:00／土日祝日を除く） 

  

【A 賞】 【B 賞】 【C 賞】 

【D 賞】 【E 賞】 【F 賞】 
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― エリエール 除菌できるシリーズ ディズニーデザイン数量限定品 概要 ― 

 
 
 

【商 品 名】 エリエール 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用ペアパック品 ディズニーデザイン企画品 

【発 売 日】 2022 年 4 月 21 日（木）から全国で数量限定発売 

【商品内容】 1 商品（本体 80 枚+つめかえ用 70 枚のペアパック品）／オープン価格 

【公式 HP】 https://www.elleair.jp/disneyseries 

 

今春、話題の『トイ・ストーリー』のキャラクターたちをパッケージデザインに採用

した、ご自宅で使いやすい本体（ボトルタイプ）とつめかえ用のペアパック品。

ポップでカラフルなボトルはお部屋にそのまま置いてもインテリアになじみ、気分

を明るくしてくれます。アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合。拭くだけで

簡単にウイルス・菌を除去。テーブル・キッチンまわりや家族がよく触れるドアノ

ブや手すりの除菌など、身のまわり品のウイルス対策にお使いください。 

 

 
 

【商 品 名】 エリエール 除菌できるウエットタオル 食卓テーブル用 ディズニーデザイン企画品 

【発 売 日】 2022 年 4 月 21 日（木）から全国で数量限定発売 

【商品内容】 1 商品（70 枚入り）／オープン価格 

【公式 HP】 https://www.elleair.jp/disneyseries 

 

雑菌が気になる台ふきんがわりに、20×22cm の大判シートで広いテ

ーブルをしっかり拭き取る『除菌できるウエットタオル 食卓テーブル用』

に『トイ・ストーリー』限定デザインが登場。テーブルクロスをイメージした

イエロー調のギンガムチェック柄に「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」らを手

描き風イラストで可愛らしくデザインしました。食べこぼしも拭き取りや

すい厚手シートはアルコール配合で、軽い油汚れもスッキリ落とし、拭

いたあとはすぐに乾きます。 

 

※お問合せ／エリエールお客様相談室フリーダイヤル：0120-205205（受付 9:30～16:30／土日祝日を除く） 

 MAIL：https://www.elleair.jp/inquiry/rules 

©Disney ©Disney. Based on the”Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard. ©Disney/Pixar ©Just Play,LLC 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. ©Disney 

 

 

 

 

②『エリエール 除菌できるウエットタオル 食卓テーブル用 ディズニーデザイン企画品』 

 

 

①『エリエール 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用ペアパック品 ディズニーデザイン企画品』 
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