
 
2022 年 9 月 6 日 

 

平和堂創業 65 周年記念企画 

日清食品×滋賀レイクス×平和堂 

「滋賀レイクス特別パッケージ商品を数量限定で販売します!」 

＆「日清食品商品を買って滋賀レイクスを応援しよう!キャンペーン」 

 

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社⾧執行役員:平松正嗣）は、プロバスケットボールリー

グ「B.LEAGUE」1 部に所属する「滋賀レイクス」（運営:株式会社滋賀レイクスターズ）との取り組みとして、

特別パッケージを施した日清食品株式会社の人気商品シリーズ商品 3 種を、2022 年 9 月 5 日(月)より数

量限定で平和堂・エール 157 店舗で販売します。また、日清食品の商品を買って滋賀レイクスを応援するキャ

ンペーンを、同日より 2022 年 10 月 4 日(火)まで

開催しますのでお知らせいたします。 

今回の取り組みは、平和堂が応援する滋賀レイ

クスとの商品企画にあたり、滋賀県に滋賀工場と関

西工場を構える日清食品様の協力を得て実現した

コラボ企画です。レイクスブルーをイメージしたカラーリ

ングと今シーズンより新しくなったレイクスのエンブレ

ム、そして、3 社のイメージキャラクターを組み合わせ

た特別なデザインのパッケージが特徴です。 

 チーム設立 15 周年目を機にリブランディングし、

生まれ変わった滋賀レイクスを応援しよう! 同時

開催の応援キャンペーンにもぜひご応募ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日清チキンラーメン 5 食パック 平和堂 65 周年記念 

日清出前一丁 5 食パック 平和堂 65 周年記念 日清焼きそば 5 食パック 平和堂 65 周年記念 



 

【特別パッケージ商品概要】 

■商品名    日清チキンラーメン 5 食パック 平和堂 65 周年記念 

          日清出前一丁 ５食パック 平和堂 65 周年記念 

          日清焼きそば 5 食パック 平和堂 65 周年記念 

■規格     1 パック各 5 食入り 

■販売価格   本体価格 478 円（参考税込価格 517 円） 

・販売価格はチラシ・販促・エリア・期間等により変更する場合があります。 

■発売日    2022 年 9 月 5 日（月） 

・取扱開始日は、店舗により一部異なる場合があります。 

■取扱店舗  平和堂グループ 157 店舗 

・平和堂 155 店舗（アル･プラザ富山では取り扱いいたしません。） 

・エール 全 2 店舗 

■生産数量  12 万パック 

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。 

※写真はイメージです。商品デザインは実際の仕様と異なる場合があります。 

 

 

【応援キャンペーン概要】 

特別パッケージ商品の発売を記念して、レイクスグッズや日清食品の詰め合わせが当たるキャンペーンを開催しま

す。 

 

 



 

■キャンペーン名   日清食品商品を買って滋賀レイクスを応援しよう!キャンペーン 

■キャンペーン期間  2022 年 9 月 5 日（月）～2022 年 10 月 4 日（火） 

■キャンペーン内容  期間中、平和堂、エール各店で、一会計で日清食品の対象商品を本体価格 300 円

（参考税込価格 324 円）を含む総額本体価格 1,200 円（参考税込価格 8%の場

合 1,296 円、10%の場合 1,320 円）以上お買上げで 1 スタンプを獲得し、A・B・C い

ずれかのコースに 1 口ご応募いただけます。抽選で豪華景品が当たります。 

              ・応募口数の制限はありません。 

■応募受付     平和堂スマートフォンアプリ「アプリらくらくキャンペーン」からご応募ください。 

              ・本キャンペーンの応募には、平和堂スマートフォンアプリへの HOP ポイントの番号のご登

録が必要です。 

・本キャンペーンでは、平和堂スマートフォンアプリに HOP ポイント番号を登録した上で、

該当の HOP ポイント番号の HOP カードをご購入代金お支払いの際に店頭でご利用

いただくことが必要です。 

■対象商品    日清食品全商品 

■ご応募特典   A コース:滋賀レイクス応援セット（5 組 10 名様） 

ペア観戦チケット＋選手直筆サイン入りエンブレムシャツ 

            B コース:日清食品商品詰め合わせセット（3,000 円相当×30 名様） 

            W チャンス:HOP マネー（1,000 円分×20 名様）上記 A・Ｂコースに外れた方から抽選 

※キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。 

※その他、本キャンペーンの内容や受付方法、注意事項などの詳細に関しましては、平和堂スマートフォンアプリ

「アプリらくらくキャンペーン」よりご確認ください。 

 

 

【参考資料】 

＜平和堂は滋賀レイクスを全力で応援しています＞ 

 平和堂は、オフィシャルパートナーとして 2010 年より滋賀レイクスを応援しており、店舗イベントやコラボレーショ

ン企画など様々な形でサポートを続けています。2021 年には、2021-2022 シーズンのメインオフィシャルパート

ナー契約を締結し、2022-2023 シーズンも引き続き滋賀レイクスをサポートします。平和堂は、2026 年からの

新 B1 リーグ参入を目指す滋賀レイクスターズを全力で応援しています。 

 

■滋賀レイクス公式ホームページ  

【レイクスとのすてきな関係】vol.4 平和堂 滋賀から日本を元気に（2022/2/2） 

株式会社平和堂 代表取締役社⾧執行役員 平松正嗣 インタビュー 

https://www.lakestars.net/news/detail/id=17051 

 

■滋賀レイクス公式ホームページ 

パートナー紹介 

https://www.lakestars.net/partner/season/ 



 

＜ホームゲームに小学生をご招待「平和堂らぶきっずレイクスドリーム PASS」＞ 

滋賀県内の小学生を 2021-22 シーズン滋賀レイクス

のホームゲーム全 30 試合を対象に無料招待しました。滋

賀県内に在住・在学している全小学生を対象に「平和堂

らぶきっず presents レイクスドリーム PASS」を発行し、

ご提示いただくことで 2 階自由席の観戦チケットをお渡しし

ました。 

試合会場まで子どもたちに足を運んでいただくことで、地

域の枠を超えた交流を深めることに繋がりました。 

また、プロスポーツ選手の迫力あふれるプレーを間近で

体感する機会を提供することにより、青少年の健全育成に貢献して参ります。このパスを通して、スポーツや健康

の素晴らしさや夢を持つことの大切さを伝えるお手伝いをします。 

なお、2022-2023 シーズンにつきましては、詳細が確定次第、お知らせいたします。 

※写真は 2021-2022 シーズンのものです。 

 

＜アル・プラザ草津、ビバシティ平和堂に公認ショップを展開＞ 

アル・プラザ草津２階 e-fit Sports ショップ内、ビバシティ

平和堂２階スポーツ売場内に滋賀レイクス公認グッズショッ

プを展開しています。 

選手のナンバー入りユニフォームや T シャツ等、応援グッズ

を多数取り揃えております。 

グッズの販売を通じて滋賀レイクスを支援するとともに、地

域のお客様に滋賀レイクスのファンになっていただく為の活動

の一環として取組を進めています。 

 

 

＜滋賀レイクス応援バナナ＞ 

ドール様とタイアップして企画したもので、1 袋販売するごとに売り上

げの一部が滋賀レイクスのチーム強化費として寄付されます。 

取り扱いは、滋賀県内の平和堂店舗です。 

原料のバナナには、赤道直下でありながら冷たいフンボルト海流の

影響で生まれる寒暖差により引き出された甘さとコクが特徴のエクアド

ル産バナナを使用しています。 

 

 

 

 

 



 

＜「レイクス・バスケットボール寄贈プロジェクト」に賛同し、バスケットボールを寄贈＞ 

滋賀レイクスが実施する「レイクス・バスケットボール

寄贈プロジェクト」に賛同し、彦根市教育委員会へバ

スケットボール 31 球を寄贈しました。 

このプロジェクトは、滋賀レイクスの SDGｓプロジェク

ト「L-STARs」の取り組みの一環として、⾧年の使用

でバスケットボールが摩耗してしまう、限られた予算のな

かで新球への買い替えが難しいといった現状を鑑み、

地元企業と協働で滋賀県内の小中学校にバスケット

ボールを寄贈するものです。 

今回は、滋賀レイクスと平和堂のロゴが入ったバスケットボールを小学生向けサイズ、中学生向けサイズあわせ

て計 31 球を寄贈しました。 お渡ししたバスケットボールは、彦根市教育委員会を通じて彦根市内の公立小・

中学校へ届けられています。 

 

■平和堂ニュースリリース 

バスケットボール界の未来を担う子どもたちをサポートするため、彦根市教育委員会へバスケットボールを寄贈

（2022/4/8） 

https://www.heiwado.jp/news/2022/0408_lakestars.html 

 

【注意事項】 

・記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。 

・使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。 

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

 

以上 


