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大王製紙株式会社（住所：東京都新宿区早稲田町７０番１号）は、株式会社プロントコーポ 

レーションおよび株式会社ディー・エル・イーとの共同企画により、２０１３年６月１５日（土）

より、「エリエール消臭＋（プラス）トイレットティシュー１２R ダブル」を全国１０１店舗の 

「カフェ＆バー プロント」のお客様用トイレに設置し、「秘密結社 鷹の爪」による

広告宣伝活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

エリエール消臭＋(プラス)は、２０１３年３月２１日の発売と同時に株式会社ディー・

エル・イーの｢秘密結社 鷹の爪｣キャラクターによる特設ウェブサイト、店頭販促物、

新聞広告、雑誌広告等でのプロモーションを実施してきました。 

お客様にトイレを注目していただくことで、普段以上に清潔なトイレ空間を目指さ

れている株式会社プロントコーポレーションの思いと、ひとりでも多くの生活者に 

エリエール消臭＋（プラス）の品質を実感していただきたい弊社との思いが重なり、

両社共通の販促キャラクター「秘密結社 鷹の爪」の製作会社である株式会社 

ディー・エル・イーの協力により企画が実現しました。 

全国１４都府県、１０１店舗の「カフェ＆バー プロント」のお客様用トイレをジャック

する、鷹の爪団とエリエール消臭＋(プラス)に是非注目して下さい。 

× 

大王製紙・プロント・鷹の爪団 コラボレーション企画 

© FM／DLE 

× 

「エリエール」と「鷹の爪団」が消臭＋(プラス)で「カフェ＆バー プロント」１０１店舗をジャック 



企画の内容 

１．販促内容：「カフェ＆バー プロント」のお客様用トイレに、エリエール消臭＋ 

（プラス）を設置し、お客様に使用・体感していただきます。 

２．実施店舗：全国１４都府県１０１店舗（店舗リストは次頁参照） 

 

３．実施期間：平成２５年６月１５日（土）より約１ヶ月。店舗毎になくなり次第終了 

とします。 

４．告知方法：鷹の爪団デザインのステッカー及びポスターをお客様用トイレに 

貼り付け告知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステッカー2（H50×W100mm） 

ステッカー１(H50×W100cm） 

ポスター（H297×W210ｍｍ） 

トイレ内イメージ 



実施店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 県 住所 店名 № 県 住所 店名

1 宮城県 仙台市青葉区中央2-3-6 仙台青葉通り店 51 東京都 中央区銀座4-12-19 東銀座店

2 福島県 会津若松市中町4-31 会津若松店 52 中央区銀座6-2 銀座ｺﾘﾄﾞｰ店

3 新潟県 新潟市花園1-1-1 新潟駅店 53 中央区銀座8-10 銀座ﾅｲﾝ店

4 栃木県 宇都宮市川向町1番23号 宇都宮ﾊﾟｾｵ店 54 中央区銀座8-6-25 銀座並木通り店

5 埼玉県 所沢市くすのき台1-14-5 所沢東口店 55 中央区銀座8-6-25 並木ﾊｲﾎﾞｰﾙ店

6 川口市栄町3-7-1 かわぐちｷｬｽﾃｨ店 56 中央区勝どき1-8-1 勝どき店

7 東京都 葛飾区亀有3-25-1 亀有店 57 中央区新川2-5-1 新川店

8 葛飾区金町5-37-9 京成金町駅店 58 中央区日本橋兜町9-5 兜町店

9 江東区亀戸5-1-1 亀戸駅店 59 中央区日本橋茅場町1-11-2 茅場町店

10 江東区豊洲3-3-3 豊洲店 60 中央区八重洲2-4-10 八重洲柳通り店

11 港区港南1-8-27 品川店 61 中央区八重洲一丁目5番17号 八重洲さくら通り店

12 港区高輪3-25-20 品川駅高輪口店 62 品川区西五反田1-7-1 五反田西口店

13 港区芝大門1-4-14 芝大門店 63 文京区後楽1丁目3-61-1 東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ店

14 港区芝大門2-4-4 浜松町店 64 豊島区西池袋1-1-21 東武池袋駅店

15 港区新橋2-16-1 新橋烏森口店 65 豊島区西池袋1-15-7 池袋西口公園店

16 港区新橋2-8-7 新橋駅前店 66 豊島区東池袋1-24-1 ﾆｯｾｲ池袋ﾋﾞﾙ店

17 港区赤坂5-3-6 赤坂TBS店 67 豊島区東池袋1丁目21-2 池袋ｻﾝｼｬｲﾝ通り店

18 港区東新橋2-18-1 ｳｲﾝｽﾞ汐留店 68 豊島区南池袋1-23-2 南池袋店

19 港区浜松町2-6-1 浜松町2丁目店 69 豊島区北大塚2-14-5 大塚店

20 港区北青山3-12-7 青山店 70 北区王子1-10-13 王子店

21 渋谷区宇田川町17-1 渋谷3F 71 墨田区押上1-1-2 東京ｿﾗﾏﾁ店

22 渋谷区宇田川町17-1 渋谷1.2F店 72 立川市曙町2-7-19 立川北口店

23 渋谷区恵比寿1-11-13 恵比寿東口店 73 神奈川県 横須賀市若松町2-25 横須賀店

24 渋谷区渋谷2-19-15 渋谷宮益坂店 74 横浜市神奈川区金港町5番7号 横浜京急EXｲﾝ店

25 渋谷区千駄ヶ谷4-27-13 千駄ヶ谷4丁目店 75 横浜市西区みなとみらい3-6 MMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ店

26 渋谷区代々木1-38-1 代々木店 76 横浜市西区北幸1-7-6 横浜西口北幸店

27 新宿区新宿1-12-6 新宿御苑前店 77 川崎市川崎区日進町28-3 川崎東口店

28 新宿区新宿3-21-3 新宿駅東口店 78 相模原市南区相模大野3-8-1 小田急相模大野店

29 新宿区新宿3-6-9 新宿3丁目店 79 藤沢市辻堂神台1-3-1 Terrace Mall湘南店

30 新宿区西新宿1-13-12 西新宿店 80 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷1-1-3 京成幕張本郷駅店

31 新宿区西新宿1-19-2 新宿西口店 81 千葉市中央区新町1000番 千葉そごう前店

32 新宿区南元町19番地 信濃町店 82 千葉市中央区富士見2-1-1 千葉駅前店

33 新宿区揚場町1-11 飯田橋店 83 岐阜県 岐阜市神田町9-1-1 名鉄岐阜駅店

34 杉並区高円寺南3-58-22 高円寺南口店 84 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目6番17号 名古屋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ店

35 千代田区丸の内1-9-1 BEERTERIA PRONTO東京駅店 85 豊田市喜多町2丁目160番地 豊田ｺﾓ･ｽｸｴｱ店

36 千代田区丸の内3-5-1 東京国際ﾌｫｰﾗﾑ店 86 京都府 中京区三条通河原町東入中島町105 京都三条大橋店

37 千代田区岩本町2-4-5 岩本町ｲﾝｽﾀｲﾙｽｸｴｱ店 87 大阪府 吹田市江坂町1-13-28 ﾎﾃﾙ･ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ江坂店

38 千代田区九段北4-2-13 市ヶ谷店 88 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべの橋駅店

39 千代田区麹町4-1 麹町店 89 大阪市中央区安土町3-3-5 安土町店

40 千代田区三崎町3-7-12 水道橋店 90 大阪市中央区久太郎町1-9-29 東本町店

41 千代田区神田駿河台2-4-4 御茶ﾉ水店 91 大阪市北区角田町5番1号 梅田楽天地ﾋﾞﾙ店

42 千代田区神田駿河台4-6-1 御茶ﾉ水ｿﾗｼﾃｨ店 92 大阪市北区角田町9-17 新梅田食道街店

43 千代田区神田小川町3-10-14 神田駿河台下店 93 大阪市北区曽根崎2-12-4 東梅田店

44 千代田区神田練塀町3-3 秋葉原駅北口店 94 福岡県 福岡市中央区赤坂1-12-15 福岡赤坂店

45 千代田区神田和泉町1-1-12 秋葉原店 95 福岡市中央区天神1-12-3 福岡天神木村家ﾋﾞﾙ店

46 千代田区鍛冶町2-1-6 神田店 96 福岡市中央区天神2-9-214 福岡新天町店

47 千代田区有楽町2-9-18 有楽町店 97 福岡市博多区博多駅前2-19-27 博多駅大博通り店

48 台東区上野6-11-11 上野しのばず口店 98 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 新幹線博多駅店

49 台東区浅草1-23-6 浅草店 99 北九州市小倉北区魚町2-2-5 小倉魚町店

50 台東区東上野2-21-11 東上野店 100 鹿児島県 鹿児島市武1-1-2 鹿児島中央駅西口店

101 鹿児島市呉服町6-5 鹿児島ﾏﾙﾔｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店


