2016 年 11 月 24 日
株式会社ベルーナ
報道関係各位

アンファミエ 20 周年キャンペーン第 1 弾
『あなたのお気に入りアンファミエアイテムを教えて』受賞作品発表
～キャンペーン第 2 弾 LINE＠『アンファミエ人気投票選手権』開催中～
株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：安野 清）の子会社である株式会社アン
ファミエ（http://www.lemoir.com/top/nurseTop.jsp）が展開する看護師向け通販サイトは、アンファ
ミエ 20 周年キャンペーン第 1 弾『あなたのお気に入りアンファミエアイテムを教えて』の受賞作品を
発表いたします。

「アンファミエ」ではお客様への日頃の感謝の気持ちを込めて、「アンファミエ」商品にスポットを
当てた 20 周年記念キャンペーンを実施しています。
その第 1 弾として、2016 年 9 月 1 日（木）～10 月 31 日（月）の期間中に SNS 上で、お客様が愛用し
ているアンファミエ商品の写真の投稿を募集しました。ご投稿いただいた作品の中から、厳正なる審査
の結果、「最優秀賞」1 作品、「優秀賞」2 作品、
「最多いいね賞」1 作品、
「プロデューサー賞」1 作品、
「使い込んでくれてるで賞」などのユニークな入賞作品 16 作品の、計 21 作品が決定しました。

また 2016 年 11 月 16 日（水）より、キャンペーン第 2 弾として『アンファミエ人気投票選手権』を
開催しています。LINE＠アンファミエ公式アカウント(https://line.me/ti/p/%40czr2843k)上で、お気
に入り商品に投票をしていただくと、「ドリテック」の『点滴タイマー』が当たる応募券をプレゼント
します。

【受賞者一覧】
①最優秀賞

②優秀賞
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③最多いいね賞

④プロデューサー賞

⑤入賞
アンパンマン賞

omocya228 さん

ベストコメント賞

mina9li さん

使い込んでくれてるで賞

nies1706 さん

大人レディ賞

wakanurse_akanumidwife さん

ローラ アシュレイ賞

latter84 さん

ママがんばってるで賞

coco.y.a さん

ホワイト賞

miumama616 さん

リピート賞

emimamachan さん

キティもかわいがってね賞

roku_emon さん

顔文字センスが良いで賞

kaoringaorin さん

相棒賞

boof3foor6wooi2 さん

SHOP 来店賞

ayukichimaru さん

ピンクマジック賞

f.chibi さん

イエローマジック賞

mi.taro.hana さん

コピーセンスが良いで賞

yuutinn0516 さん

うさくま賞

merrynyanco さん
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【第 1 弾キャンペーン概要】

キャンペーン名称

アンファミエ 20 周年記念キャンペーン第 1 弾
『あなたのお気に入りアンファミエアイテムを教えて』

応募方法

Instagram または Twitter でお気に入りのアンファミエ商品を「#アンファ
ミエ 20 周年」のハッシュタグを付けて投稿

賞品

アンファミエ WEB サイトで使用できるクーポン
・最優秀賞

：20,000 円分（1 名様）

・優秀賞

：10,000 円分（2 名様）

・最多いいね賞

：10,000 円分（1 名様）

・プロデューサー賞（特別賞） ：6,000 円分（1 名様）
・入賞

：2,000 円分

応募期間

2016 年 9 月 1 日（木）～2016 年 10 月 31 日（月）

キャンペーンサイト URL

http://www.lemoir.com/static/cnts/feature/nurse/infirmiere_20/index
.html

公式アカウント

＜Instagram＞
アカウント名：infirmiere.official
登録 URL

：https://www.instagram.com/infirmiere.official/

＜Twitter＞
アカウント名：@infirmiere_20
登録 URL

：https://twitter.com/infirmiere_20/
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【第 2 弾キャンペーン概要】

キャンペーン名称

アンファミエ 20 周年キャンペーン第 2 弾
『LINE@ アンファミエ人気投票選手権』

投票方法

LINE＠のメッセージ、またはホーム画面から投票

応募条件

「LINE@アンファミエ」のお友だちで、アンファミエのメッセージを受け取
ることができる方（ブロックしていない方）かつ、応募規約 に同意してい
ただいた方

賞品

ドリテック「点滴タイマー」20 名様

投票期間

シューズ版

2016 年 11 月 16 日（水）～11 月 22 日（火）13：00

ペンケース版 2016 年 11 月 24 日（木）～11 月 29 日（火）13：00
購入基準版
プレゼント応募期間

2016 年 11 月 30 日（水）～12 月 6 日（火）13：00

2016 年 11 月 16 日（水）～12 月 11 日（日）
投票後お送りするプレゼント応募券でネットより応募（各週共通）

選考発表

プレゼント応募期間終了後、第 1 回～第 3 回のご応募をすべてあわせて集計
し、厳選な抽選の上当選者を決定。
結果発表は当選者への発送をもってかえさせていただきます。
（発送は 2017 年 1 月頃を予定しております）

キャンペーンサイト URL

http://www.lemoir.com/static/cnts/feature/nurse/line_popularityvote
/index.html

LINE@公式アカウント

https://line.me/ti/p/%40czr2843k
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【看護師向け通販市場調査概要】 ※東京商工リサーチ調べ

2014 年度の看護師向け通販の市場規模は 138 億円
で、このうち、アンファミエの売上高が 60 億 7,800
万円、ナースリーの売上高が 17 億 5,900 万円の合

その他,
16.8%

D社,
4.0%

アンファ
ミエ,
44.0%

C社,
4.4%

計 78 億 3,700 万円となり、参入企業の中で 1 位と

B社,
8.8%

2 位の実績であることがわかりました。ベルーナグ

56.8％を占めており、圧倒的なシェアを獲得して
います。

ナース
リー,
12.7%

【2014年度看護師向け通販売上高シェア】

【アンファミエ会社概要】


会社名

：株式会社アンファミエ



代表

：代表取締役 生川 雅一



本社

：大阪府大阪市西区北堀江一丁目 1 番 18 号
四ツ橋イーストビル 8 階



ホームページ

：http://www.lemoir.com/nurse/



設立

：2013 年 8 月



資本金

：500 万円（ベルーナ 100％子会社）



事業内容

：看護師・介護士・保育士向け通信販売業

＜アンファミエ 2016 秋＞

【親会社概要】


会社名

：株式会社ベルーナ



代表

：代表取締役社長 安野 清



所在地

：埼玉県上尾市宮本町 4 番 2 号



ホームページ

：http://www.belluna.co.jp



設立

：1977 年 6 月



資本金

：10,607 百万円



事業内容

：総合通販事業、専門通販事業、店舗販売事業、ソリューション事業、
ファイナンス事業、プロパティ事業、その他の事業
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グループで
56.8%

A社,
9.3%

ループで見ると、看護師向け通販市場全体の

ベルーナ

