2018 年 4 月 2 日
日本マクドナルド株式会社

報道関係各位

「グラン」発売１周年記念
キャンペーン開催！
総勢２０万名様に人気商品が当たる！「グランスピードくじ」
オリジナルマックカードが当たる！「グラブルコラボ」
2018 年 4 月 4 日(水)〜4 月 17 日(火)まで
日 本 マ ク ドナ ル ド 株 式 会 社 ( 本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：サラ・エル・カサノバ)は 、
「グラン クラブハウス」「グラン ベーコンチーズ」「グラン てりやき」(以下 、「グラン」シリーズ)が発 売から
1周 年 を迎 えたことを記 念 して、ご愛 顧 いただいたお客 様 への感 謝 を込 めて、「グラン発 売 1周 年 記 念
キャンペーン」を4月4日(水)から4月17日(火)まで期間限定で実施いたします。
「グラン」は昨年4月、レギュラー商品のおいしさに徹底的にこだわる「おいしさ向上宣言」の第三弾として、
実に8年ぶりに新登場した肉厚ビーフのレギュラーメニューです。「本格肉厚ビーフ」と「ふわふわバンズ」が
特長の3種類のビーフバーガーで、発売以来多くのお客様に大変ご好評いただいている、人気シリーズと
なっております。
その人気シリーズ「グラン」の発売1周年を記念して、
様々なキャンペーンを展開してまいります。期間中に
「グラン」シリーズのいずれかをご購入いただくと、
総勢20万名様に人気商品が当たる！「グランスピード
くじ」がついてきます。見事「当たり」が出ると、「グラン」
など人気商品と引き換えできます。「グラン」シリーズの
ジューシーな肉厚ビーフとふわふわバンズの食感
のみ ならず、 「グラン スピードくじ 」による ドキドキ・
ワクワク感もお楽しみいただければと存じます。

めくって当たると…

【左：スピードくじ付きパッケージ
右：当たりくじ】

また、同時に昨年も多くのお客様にお楽しみいただきました、
『グランブルーファンタジー(以下、グラブル)』とのコラボレーション
キャンペーン第2弾も実施いたします。
期間中、「グラン」シリーズいずれかの商品写真と「#グランで
グラブル」を付けてTwitterに投稿すると、抽選で300名様に
オリジナルマックカードが当たります。
その他にも、『グランブルーファンタジー』のポータルアプリ
『グランブルーファンタジー スカイコンパス』でのチェックイン
キャンペーンも開催します。 (詳細は2ページ参照)
テレビCMにはマクドナルド好きの中華の鉄人、陳健一さんにご出演いただき、「グラン」の魅力をご自身の
言 葉 で語 っていただいています。発売 から1周 年を機 に、おいしさにこだわった「グラン」シリーズを、期間
限定のキャンペーンと共に、多くのお客様にお楽しみいただければと存じます。
＜お客様のお問い合わせ先＞
マクドナルド公式ホームページ http://www.mcdonalds.co.jp/

◆キャンペーン概要
①「グランスピードくじ」キャンペーン
●期 間：2018年4月4日(水) 10時30分～ 2018年4月17日(火) 翌朝4時59分
※商品の交換期限は、2018年4月30日(月)までとなります。

●内 容：期間中「グラン」シリーズをご購入いただくと、「グランスピードくじ」が貼られた商品パッケージにてご提供
します。「グランスピードくじ」をめくっていただき、「当たり」が出ると記載の該当商品を1個無料で引き換え
できます。
※バリューセット、毎日午後5時からレギュラーバーガーにプラス100円（税込）でパティが倍になる「夜マック」も
キャンペーンの対象となります。
※「グランスピードくじ」は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

●賞 品：「グラン クラブハウス」、「グラン ベーコンチーズ」、「グラン てりやき」、
「ソフトツイスト」、「マックシェイク バニラ(Sサイズ)」、「ホットアップルパイ」の計6商品。
●キャンペーンページURL ：
＜PC／SP＞ http://www.mcdonalds.co.jp/campaign/gran/

②「グラン×グランブルーファンタジー」コラボキャンペーン
☆その① 抽選でオリジナルマックカード1,000円分が当たる！「#グランでグラブル」ハッシュタグキャンペーン
●期 間：2018年4月4日（水) 10時30分 ～ 2018年4月17日(火) 23時59分
●内 容：マクドナルドの公式アカウント（@McDonaldsJapan）をフォローし、「グラン クラブハウス」「グラン ベーコン
チーズ」「グラン てりやき」のいずれかを購入し、商品の写真と「#グランでグラブル」を付けて、ツィート
すると抽選で300名様に「グラン×グランブルーファンタジー」のオリジナルマックカード1,000円分をプレゼント
いたします。
●賞 品：グランブルーファンタジー特製マックカード1,000円分(500円分×2)
STEP1 フォロー
マクドナルド公 式 Twitter アカウント
(@McDonaldsJapan)をフォロー

STEP2 ツィート
1. 「グラン」シリーズの写真を撮影
2. 「#グランでグラブル」を付けて写真を投稿

☆その② マクドナルドでチェックイン！キャンペーン
●期 間：2018年4月4日（水) 10時30分 ～ 2018年4月17日(火) 23時59分
●内 容：キャンペーン開催期間中、全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)にて「グラン クラブハウス」「グラン
ベーコンチーズ」「グラン てりやき」のいずれかを購入し、『グランブルーファンタジー スカイコンパス』の
チェックイン機能でバーガーのパッケージにチェックインすると、グラパスポイントが入手できます。
●コラボキャンペーンページURL ：
＜PC／SP＞ http://www.mcdonalds.co.jp/campaign/gran/cmp01/
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『実は、グラン好き。』篇（15 秒）
陳 建一さん
2018 年 4 月 3 日(火)
全国(一部地域を除く)

<TVCM ストーリー（15 秒）>
陳さん：
肉はね

陳さん：
肉厚で

陳さん：
ジューシー

陳さん：
バンズはね、すっごく
ふわふわで、

陳さん：
胃袋喜ぶ、
そういう事

陳さん：
ザ・ハンバーガー

陳さん：

陳さん：

ふわっふわ

ザ・ハンバーガー

グランスピードくじ
17日まで

◆「グラン」シリーズ 商品概要
販売価格（税込）
商品名

特長
単品

販売時間

バリューセット
レギュラー

グラン クラブハウス

490円

790円(※1)

グラン ベーコンチーズ

390円

690円

(※1)

グラン てりやき

390円

690円(※1)

8種類の具材を使用し、見た目のボリュームはもちろん、
それぞれの具材が持つ旨味がバランスよくまとまった、
満足感のある一品です。
厚みのある100％ビーフ、グリルしたスモークベーコン、
２種類のコクのある濃厚なチェダーチーズを、ケチャップと
マスタードでまとめたビーフのおいしさを存分に味わえる
食べごたえのある一品です。

午前10時30分～閉店まで
（24時間営業店舗では、
翌午前4時59分まで）

甘辛いてりやきソースに絡んだ厚みのある100％ビーフに、
シャキシャキのレタスとさわやかな酸味のトマトを組み合わせ、
手で一つ一つ丸められたふわふわのバンズでサンドしました。

夜マック
倍グラン クラブハウス

590円

890円(※1)

夜マックの「倍グラン クラブハウス」は、パティが倍で
その絶妙なおいしさもボリュームアップ！

倍グラン ベーコンチーズ

490円

790円(※1)

夜マックの「倍グラン ベーコンチーズ」は、パティが倍で
贅沢さもボリュームアップ！

倍グラン てりやき

490円

790円(※1)

夜マックの「倍グラン てりやき」は、パティが倍で
甘辛てりやきのおいしさもボリュームアップ！

「グラン クラブハウス」

「グラン ベーコンチーズ」

午後5時～閉店まで
（24時間営業店舗では、
翌午前4時59分まで）

「グラン てりやき」

販売エリア — 全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）
※1 バリューセットは、サイドメニュー（マックフライポテトMサイズ、チキンマックナゲット5ピース、サイドサラダ、
スイートコーンのいずれか1つ）、ドリンクMサイズ（またはマックシェイクSサイズ、カフェラテSサイズのいずれか
1つ）付き
マクドナルドでは食を扱う企業として、全メニューの栄養情報、アレルギー情報、および栄養バランスチェックを提供しています。
QR コードからアクセスすることで「いつでも、どこでも、誰でも」簡単にご覧いただけます。
QR コードは、商品を包んでいるパッケージに記載されています。
グラン クラブハウス
倍グラン クラブハウス

グラン ベーコンチーズ
倍グラン ベーコンチーズ

グラン てりやき
倍グラン てりやき

http://mdq.jp/gcl

http://mdq.jp/gbc

http://mdq.jp/gty

「グラン クラブハウス」「グラン ベーコンチーズ」「グラン てりやき」の原材料の最終加工国、主な原料の原産地情報は、
マクドナルドホームページにて公開しています。
マクドナルドホームページ：http://www.mcdonalds.co.jp
※ QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

