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大京とマイクロソフトが
共同企画・販促キャンペーン！！
～11 月 12 日（金）から 19 日（金）までの 8 日間～
①大京＝「総額１億円オープン懸賞」（過去最高額）
（ライオンズマンション購入支援資金のプレゼント）
②マイクロソフト＝家計管理ソフト最新版
「Microsoft(R)

Money

2000」を無料プレゼント

（体験版 10,000 本、製品版 100 本プレゼント）
株式会社大京（本社所在地：東京都渋谷区、社長：長谷川正治、以下大京）とマイクロ
ソフト株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、社長：成毛 真、以下マイクロソフト）は、
11 月 12 日（金）からのマイクロソフトの家計管理ソフトの最新版「Microsoft（R） Money
2000 日本語版、以下 Money 2000、（日々の家計簿から資産管理、将来設計を支援する
パーソナルファイナンスソフト）」の発売に合わせて、大京も同日から過去最高額の「総
額１億円オープン懸賞」（ライオンズマンション購入支援資金のプレゼント）を実施する
という、両社それぞれの業界最大手の強みをシナジー（相乗効果）化した、異業種間の画
期的な「大京・マイクロソフト共同企画・販促キャンペン」を行うことになりましたので、
お知らせいたします。
また、同日にマイクロソフトは、インターネット上での金融ポータル（金融情報サービ
ス）「ＭＳＮマネー」（http://money.jp.msn.com/）サービスを開始し、合せて本キャン
ペーンの告知を行います。
本キャンペーンでは、両社双方のインターネット上での共同企画・販促キャンペーンを
展開していきます。両社は総額１億円オープン懸賞に対し、大京はホームページ上、マイ
クロソフトは「Money 2000」や「MSN マネー」の各ホームページ上での告知を行いま
す。また、「Money 2000」の体験版を大京のインターネット「Ｌメール」会員に１万本
を無料でプレゼントを行います。これにより、大京はライオンズマンションの集客・販売
促進効果を狙い、マイクロソフトは、自社の家計管理ソフトの販売促進を行います。

1

＜両社の共同企画・販促キャンペーン内容＞
大京とマイクロソフトは、11 月 12 日（金）から 11 月 19 日（金）までの８日間を応
募期間とした、日本初の短期集中型のキャンペーン「ライオンズマンション購入支援資
金総額１億円プレゼント」（オープン懸賞）を実施します。
このキャンペーンは、当選総額を１億円（過去最高額（大京）。これまでの最高額は
5,000 万円。）とし、「インターネット（http:/www.daikyo.co.jp）」もしくは「官製ハ
ガキ」での応募により、１等 1,000 万円（２本）、２等 500 万円（３本）、３等 300 万
円（５本）、４等 200 万円（10 本）、５等 100 万円（30 本）の合計 50 本が抽選によ
り当たるものです。（*1）
また、このオープン懸賞応募期間中、大京の「Ｌメール」会員（*2）にインターネッ
トを通じて入会された方、先着１万名様に、マイクロソフトの家計管理ソフトの最新版
「Money 2000」の体験版を無料で提供いたします。
さらに、「Ｌメール」会員の方が平成 11 年 11 月 21 日（日）の当選発表後から 11 月
30 日（火）までに、「ライオンズマンション」のご契約をされた方の中から抽選で 100
名様に「Money 2000」製品版を無料進呈します。
（*1）なお、この賞金を進呈するための条件は、当選者が大京が販売するライオンズ
マンションを平成 11 年 11 月 21 日（日）の当選発表後から平成 12 年 1 月 31
日（日）までにご契約をされた場合とします。
（*2）「Ｌメール」会員とは、大京の「ライオンズマンション」の最新物件情報を「Ｅ
メール」で会員の方に配信するサービスで、入会金・会費は無料で会員になれ
ます。

＜両社のメリット＞
(1) 大京は、現在、インターネットによる「ライオンズマンション」の販売が急拡大して
おり、「ウィンドウズ」で知られる世界最大のソフトメーカーであるマイクロソフトと
の共同企画・販促キャンペーンを行うことで、「ライオンズマンション」をより多くの
方にさらに認知していただき、定期的な最新マンション情報をご提供する電子メールサ
ービス「Ｌメール」会員の獲得を目的としています。
このチャンスを生かして、一層の販売の拡大を図るというものであります。
(2) マイクロソフトは、このキャンペーンを通じて、ユーザーへパソコンとインターネッ
トの利用方法の提案をしてゆくことを目的としています。現在、マイクロソフトでは、
「Money 2000」を出荷するにあたって、金融機関との提携を数多く行っておりますが、
幅広いユーザーへより関心を持っていただくために、異業種との協力体制が不可欠かつ
重要と判断しました。現在、多くの日本人は将来に対しての不安を抱えながらも、依然
として、住宅購入に対して非常に大きな関心を持っております。
「Money 2000」では、住宅購入をされる方の将来設計をサポートする、最新金融情
報のご提供、ローン管理、返済プラン作成、将来設計を行うための数多くの機能を備え、
提供しています。また、インターネットのポータルサイト「MSN Japan」では、「MSN
マネー」をはじめ、ニュースやショッピングなどのコンテンツ等のサービスを通じ、最
新情報と、よりよいインターネット体験をご提供しています。
このように、今回、両社によるお互いのメリットが合致したことにより、両社として初
めて、業種を越えての共同企画・販促キャンペーンを実施するものであります。
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◆マイクロソフト株式会社の会社概要
所 在 地：〒151-8583
東京都渋谷区代々木２丁目２番１号
小田急サザンタワー
電話：03－5454－8000（代表）
代 表 者：代表取締役社長 成毛 真
設
立：昭和 61 年２月
資 本 金：４億 9,950 万円
売 上 高：1,690 億円（平成 11 年度）
従業員数：536 名（平成 11 年９月１日現在）
業務内容：日本市場でのソフトウエアおよびそれに関する製品の開発・販売
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.asia.microsoft.com/japan/
一般の方からのお問い合わせ（記事として掲載される場合もこちらでお願い
いたします。）
カスタマー インフォメーションセンター
電話：03－5454－2300
〒332－8510 埼玉県川口市本町 4－1－8
電話：大阪 06－6245－6995
〒541－0053 大阪市中央区本町 4－4－25 本町三井ビル 4 階

◆株式会社大京の会社概要
所 在 地：〒151-8506
東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目 24 番 13 号
電話：03－3475－1111（代表）
代 表 者：代表取締役社長 長谷川正治
設
立：昭和 39 年 12 月
資 本 金：700 億 9,310 万円
売 上 高：4,202 億円（平成 11 年３月期）
従業員数：1,839 名（平成 11 年９月 30 日現在）
業務内容：不動産販売事業、不動産賃貸事業
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.daikyo.co.jp
この件に関する報道関係の方々からのお問い合わせ先
株式会社 大
京
広報室（担当：伊奈、菅原）
電話:03-3475-3802
FAX:03-3479-3727
Email:ina@mx1.daikyo.co.jp
マイクロソフト株式会社
コーポレートマーケティング本部
広報グループ（担当：森田、高田、荒木）
電話:03-4523-3210（部門代表）
FAX:03-4523-3209
Email:mskkpr@microsoft.com
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＜添付資料＞
◆「ライオンズマンション購入支援資金総額１億円プレゼント」オープン懸賞の概要
①内

容：「ライオンズマンション購入支援資金総額１億円プレゼント」をオープン懸賞と
して実施

②賞

金：総額１億円
１等
1,000 万円（ 2 本）
２等
500 万円（ 3 本）
３等
300 万円（ 5 本）
４等
200 万円（10 本）
５等
100 万円（30 本）
＊「Money 2000」体験版の進呈
応募期間中に「Ｌメール」会員にご入会された方、先着 10,000 名様に無料
進呈
＊「Money 2000」製品版の進呈
平成 11 年 11 月 21 日（日）の当選発表後から 11 月 30 日（火）までに「ラ
イオンズマンション」をご契約された「Ｌメール」会員の中から抽選で 100
名様に無料進呈

③対 象 者：マンション購入希望者ならどなたでも応募可能
④応募期間：平成 11 年 11 月 12 日（金）～11 月 19 日（金）必着（８日間）
⑤抽 選 日：平成 11 年 11 月 21 日（日）午後３時（予定）
＊ご当選者は、大京のホームページ上で発表いたします。
⑥応募方法：インターネット、官製ハガキにて応募
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、職業、現在のお住まい（持
家・賃貸）、電子メールアドレスをご記入の上、⑦の応募先にご応募ください。
＊電話番号は、ご当選の際のご連絡のためにご使用させていただきます。
⑦応 募 先：＜インターネットで応募の場合＞
ホームページアドレス http://www.daikyo.co.jp
（下記ホームページを通してもキャンペーンの応募ページに接続
できます。）
ＭＳＮマネー
http://money.jp.msn.com/
Monyy 2000
http://www.asia.microsoft.com.japan/monyy/
＊所定の応募要項を入力してください。
＜官製ハガキで応募の場合＞
〒151-8506
東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目 24 番 13 号
株式会社大京 「総額１億円キャンペーン」係
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⑧進呈条件：当選発表後、ご当選者が大京の販売する全国のライオンズマンションを平成 12
年１月 31 日（月）までに売買契約をご締結いただいだ場合に限らせていただき
ます。
⑨進呈方法：ご契約締結後、大京の規定に準じ、お引き渡しまでにご当選者ご指定の銀行口
座にお振込みいたします。
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