報道関係各位
2022 年 6 月 23 日

理想の「BRAND NEW LUNCH!!」キャンペーン
ZENB LUNCH ミールキットをプレゼント！
豪華ゲストによるオンラインランチ会も！
株式会社 ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、毎日の大切なチャージであるランチを通
じて、ウェルビーイングな暮らしを届けたいという想いから、3 名の料理研究家が考案した 3 食の「理想のランチ」メニ
ューが食べられる ZENB LUNCH ミールキットが当たる体験キャンペーン「BRAND NEW LUNCH!!」を 2022 年 6 月 23
日（木）より開催します。さらに 7 月 15 日（金）、17 日（日）、18 日（月）の 3 日間、人気モデル・ブランドディレクターと
ZENB LUNCH ミールキットを考案した料理家による、オンラインランチ会をインスタグラムライブにて開催。ZENB
LUNCH ミールキットのメニューを実際に料理、実食しながら、理想のランチや毎日の健康習慣 について語ります。

1．ZENB LUNCH ミールキットをプレゼント! 体験キャンペーン「BRAND NEW LUNCH !!」
毎日の大切なチャージであるランチ。糖質は気になるけど我慢はしたくない。美味しく食べたいけど手間はかけたくな
い。そんな気持ちをぜんぶ叶える「理想のランチ」をお届けする「BRAND NEW LUNCH!!」キャンペーンを開催します。3
名の料理研究家がそれぞれのスタイルで、黄えんどう豆 100％の ZENB ヌードルやマメロニをつかった 3 食の「理想
のランチ」を考案。手軽につくれるオリジナルの LUNCH ミールキットを抽選で 1,000 名様にプレゼントします。

実施期間
2022 年 6 月 23 日（木）15:00 ～ 2022 年 7 月 4 日（月）13:59 まで
*7 月 9 日（土） ～ 7 月 14 日（木）頃に配達予定となります

応募方法
（1）キャンペーン特設ページ（https://zenb.jp/pages/brandnewlunch）から「応募する」ボタンをクリック
（2）応募フォームに住所・名前・メールアドレス・電話番号など必要事項を入力
応募条件
（1）ZENB 商品をまだ購入したことがない方
（2）Instagram のストーリーズにて、届いた ZENB LUNCH ミールキットの写真または動画に
ZENB 公式アカウント（@zenb_japan）をメンションしてご投稿いただける方
プレゼント内容
ZENB LUNCH ミールキット（3 食分）
≪キット内容詳細≫
1．どっさりお豆と鰯味噌パスタ（寺井幸也先生考案）
缶詰の鰯の味噌煮と雑穀 MIX を使った簡単レシピです。鰯の旨みに、にんにくの
香りを利かせた味噌ベースに仕上げました。濃厚さも味わえつつ、いろいろなお豆
の食感が楽しい一皿です。
＜キット梱包物＞
・ZENB ヌードル（1 袋）
・鰯味噌煮（1 缶/100g）
・雑穀 MIX（1 袋/40g）
*オリーブオイルはキット内容に含まれません。
*アレルギーは各食品の成分表示欄をご確認ください

2．ツナと梅干しの和風マメロニスープ（植松良枝先生考案）
気軽にささっと食べられて、すっきり気持ちのよい汁ものの中にスプーンでわしわし
頬張れるマメロニを。夏場は梅干しの酸味と塩味がリフレッシュ＆疲労回復におす
すめです。
＜キット梱包物＞
・ZENB マメロニ（1 袋/250g）
・ツナフレーク（1 缶/70g）
・梅干し（1 個）
*醤油やトッピングのかいわれ大根、万能ネギはキット内容に含まれません。
*アレルギーは各食品の成分表示欄をご確認ください

3．あさりと海苔の和風ペペロンチーノ&ZENB ヌードルの茹で汁で作る即席みそスープ（山口祐加先生考案）
缶詰のアサリと海苔を使った、海の旨みたっぷりのペペロンチーノです。茹で鍋 1
つで作れて、使う食材は常備できる食材ばかりなので、ぱぱっと作りたいランチに
ぴったりです。
＜キット梱包物＞
・ZENB ヌードル細麺（1 袋）
・あさりの水煮缶（1 缶/130g）
・にんにくチューブ（1 本）
・鷹の爪
・きざみのり
*オリーブオイルと醤油、味噌はキット内容に含まれません。
*梱包物の材料は指定できません
*アレルギーは各食品の成分表示欄をご確認ください

結果発表
発送をもって代えさせていただきます。
W チャンス
ZENB LUNCH ミールキットプレゼントが外れた方にはもれなく、ZENB サイト で使える 1,000 円 OFF クーポンをプレゼ
ントします。
*zenbsupport@s.zenb.jp より 2022 年 7 月 8 日（金）以降メールでご案内します
*ZENB サイトでのみ使えるクーポンです
*対象商品は、定期便、モニターセットを除く商品です
*おひとり様 1 回限り利用可能です
*合計 1,500 円以上（税込）のご注文時に使用できます。
*クーポンの有効期間は、2022 年 7 月 8 日（金）～7 月 24 日（日） 23:59 までです

2．ミールキット当選者限定 ZENB をお友達に紹介しよう！
ミールキット当選者 1,000 名限定で、ZENB ヌードル・ZENB ヌードル細麺各 1 袋セットが特別価格 792 円（税込、送料
無料）で購入できる特設ページの URL をご案内いたします。ぜひこの機会に、お友達と一緒に ZENB をお試しくださ
い。
実施期間
2022 年 7 月 8 日（金）～7 月 25 日（月） 13:59 まで
対象者
本キャンペーンにご応募、当選された方

プレゼント内容
ZENB ヌードル・ZENB ヌードル細麺各 1 袋セットが特別価格 792 円（税込、送料無料）で購入できる
特設ページの URL
*ご案内の商品の通常価格は、2,084 円(税込、送料込)です

ご利用方法
友人や家族、職場の仲間などに URL をシェアしてご利用ください。当選者ご本人様もご利用いただけます。
*ミールキットに同梱しているリーフレット記載の QR コードからも URL へアクセスできます
*おひとり様１点、１回限り注文可能です

3．豪華ゲストと ZENB を楽しもう！インスタライブでオンラインランチ会
インフルエンサーとして活躍するモデル・里見茜さんや、SNS で人気の自炊料理家・山口祐加さんをはじめとした、計
6 名が参加するインスタライブでの「ZENB ランチの会」を、2022 年 7 月 15 日（金）、17 日（日）、18 日（月）の 3 日間、
計 3 回開催します。ZENB LUNCH ミールキットのメニューを実際に料理し、実食する様子をノーカットでお届け。ライブ
を通じて ZENB の楽しさ、おいしさ、手軽さを一緒に体験いただけます。本ランチ会は ZENB LUNCH ミールキットご当
選者様はもちろん、プレゼントに当選されなかった方もご視聴いただけます。
配信日時
・7 月 15 日（金）12:00～13:00：どっさりお豆と鰯味噌パスタ編
・7 月 17 日（日）12:00～13:00：あさりと海苔の和風ペペロンチーノ編
・7 月 18 日（月）12:00～13:00：ツナと梅干の和風マメロニスープ編
*配信時間は予定より早く終了する可能性がございます

配信アカウント
ZENB 公式インスタグラム、出演者（里見さん、EMILY さん、石岡さん）公式インスタグラムより配信予定
ZENB 公式アカウント：https://www.instagram.com/zenb_japan/
出演者公式アカウント：EMILY さん：https://www.instagram.com/emilybluejewelry/
里見茜さん：https://www.instagram.com/satomiakane/
石岡真実さん：https://www.instagram.com/mami_ishioka/
出演者
7 月 15 日（金）12:00～13:00：どっさりお豆と鰯味噌パスタ編
◆EMILY さん
ジュエリーブランドディレクター。男の子、女の子二児のママ。ジュエリーブランドの
立ち上げ、ディレクターとして活躍されながら、おしゃれなファッションやライフスタイ
ルで人気。

◆寺井 幸也さん
料理家。2015 年よりケータリング『幸也飯』をスタート。日本の旬を軸にした『家庭料
理』を展開し、華やかなメニューが SNS で話題を集め、2017 年にレシピ本を出版。
空間演出を得意とし、企業イベントや展示会などのフードスタイリングを手がける。
中目黒にアトリエ兼店舗を構え、2021 年に渋谷東急フードショー店をオープン。
その他レシピ開発やメニュー監修、ブランドコンサルティング等幅広く活動中。
7 月 17 日（日）12:00～13:00：あさりと海苔の和風ペペロンチーノ編
◆里見 茜さん
モデル／ヨガインストラクター
全米ヨガアライアンス(REGISTERED YOGA TEACHER 200)を保持。
現在は様々な媒体でモデル活動を行いながら、
ヨガインストラクターとしても活躍中。SNS 総フォロワー数約 20 万人。
家族との自然なライフスタイルが注目されている。
◆山口 祐加さん
自炊料理家。1992 年生まれ、東京都出身。出版社、食の PR 会社を経てフリーラン
スに。料理初心者に向けた料理レッスン「自炊レッスン」や執筆業、動画配信などを
通し、自炊する人を増やすために幅広く活躍中。2022 年 5 月に『楽しくはじめて、続
けるための 自炊入門』（note 株式会社）が発売。ほかに『ちょっとのコツでけっこう
幸せになる自炊生活』（エクスナレッジ）、『週 3 レシピ 家ごはんはこれくらいがちょう
どいい。』（実業之日本社）がある。
7 月 18 日（月）12:00～13:00：ツナと梅干の和風マメロニスープ編
◆石岡 真実さん
フリーランスディレクター
一児の男の子ママ。低身長を感じさせない、シンプルで着回しやすい
ファッションと、こだわりのライフスタイル、
自然体で飾らない人柄で多くの女性から人気。
◆植松 良枝さん
料理研究家。野菜づくりを長年ライフワークとし、旬の食材を使った季節感あふれる
料理を提案。自身が主宰する料理教室では、ジャンルを問わず、くりかえし作りたく
なるシンプルな料理を紹介している。旅好きでも知られ、これまで旅してきた世界各
国のエッセンスを取り入れた料理はセンスの良さで定評がある。

【キャンペーンに関するお問い合わせ先】
『BRAND NEW LUNCH‼』キャンペーン事務局 Email：info＠zenbsp-cp.com
【本リリースに関する問い合わせ先】
ZENB JAPAN PR 事務局：松橋・酒井・井上・橋本 Email：zenbjapan_pr@vectorinc.co.jp Tel：03-5572-6072

参考資料
ZENB ブランド
ZENB は、植物を可能な限りまるごと使い、おいしくてカラダにいい、人と
社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案するブ
ランドです。野菜や豆、穀物といった植物のおいしさと栄養を、可能な限り
ぜんぶ閉じ込めました。動物性原料は使わず、添加物に頼らない味づくり
で、素材そのもののおいしさを活かしています。
まるごと野菜とオリーブオイルだけで作った「ZENB ペースト」、まるごと野
菜にナッツや果汁を加えた「ZENB スティック」、豊富な食物繊維と植物性
たんぱく質の新主食「ZENB ヌードル」「ZENB マメロニ」などを販売しています。
ZENB サイト：https://zenb.jp

