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報道関係各位 

2022 年 11 月 16 日 

株式会社出前館 

LINE 株式会社 

株式会社出前館（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤井 英雄）が運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」

と、LINE 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：出澤 剛）が運営するライブ配信サービス「LINE LIVE」は、2022

年 11 月 16 日（水）より、「LINE LIVE」が 2022 年 12 月 8 日（木）に開催する年間 No.1 ライバーを決める、年に一度のアワ

ードイベント「LINE LIVE AWARD 2022」でコラボイベントを実施します。 

 

 

 

「LINE LIVE AWARD」は、1 年を通して活躍したライブ配信者を表彰する年間アワードとして、2018 年より開始したライバーの祭典

です。このたび「出前館」と「LINE LIVE」では、年間 No.1 ライバーを決める「LINE LIVE AWARD 2022」において、Demaecan プ

レゼンツ ベストグルメライバー賞決定戦を 2022 年 11 月 16 日（水）～22 日（火）で開催することとなりました。 

「出前館」と「LINE LIVE」でのコラボイベントは、今回が初めての取り組みとなり、「LINE LIVE AWARD 2022」にて、新たな部門

賞として、「Demaecan プレゼンツ ベストグルメライバー賞」を設置することとなりました。グルメ関連の投稿をしたライバーの中から、応援

ポイントが最も多かったライバーに、会場参加権やコラボ記念クーポン、スペシャル法被が贈られます。※1 また、コラボイベント開催期間に

は、記念クーポンが配布されますので、お得に注文が可能となります。 

ベストグルメライバー賞をかけて、対象期間にどんどんグルメに関する配信をして、ライバーも視聴者も一緒に盛り上がりましょう！ 

 

※1…受賞ランキングによって特典は異なります。 

 

 

 

「出前館」と「LINE LIVE」、 

「LINE LIVE AWARD 2022」で初コラボイベントを実施！ 

Demaecan プレゼンツ ベストグルメライバー賞をかけて、グルメに関する配信をしよう 
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コラボイベント概要 

＜LINE LIVE AWARD 2022 Demaecan プレゼンツ ベストグルメライバー賞 決定戦＞ 

内容： 

グルメ関連の投稿をしたライバーの中から応援ポイントが多かったライバーにベストグルメライバー賞を授与。ランキングや達成条件によって、

さまざまな特典が贈られます。 

1 位： 

・スペシャル法被 

・あなたの名前がクーポンコードに！クーポンコード命名権！ 

・「LINE LIVE AWARD 2022」 Demaecan プレゼンツ ベストグルメライバー賞 盾 

・2022 年 12 月 11 日（日）に開催される「LINE LIVE AWARD 2022」への会場参加権 

・イベント TOP バナー（1 日間）         

2 位： 

・LINE LIVE AWARD 2022 Demaecan プレゼンツ  ベストグルメライバー賞 賞状 

3 位： 

・LINE LIVE AWARD 2022 Demaecan プレゼンツ  ベストグルメライバー賞 賞状 

1 万応援ポイント達成した全員から抽選で 50 名さま： 

・コラボ記念クーポン（「出前館」の 1,001 円以上の注文で使える 1,000 円 OFF クーポン） 

 

期間： 

2022 年 11 月 16 日（水）12:00～22 日（火）20:59 

 

参加方法： 

① LINE LIVE アプリをダウンロード 

・iPhone はコチラ：https://apps.apple.com/jp/app/id1059626535 

・Android はコチラ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.linelive 

②LINE LIVE アプリからライブ配信を開始 

③イベント期間中の配信で専用アイテムを受け取る 

 

詳細ページ： 

コラボイベント URL：https://live.line.me/event/13770 

「LINE LIVE AWARD 2022」特設サイト URL：https://live.line.me/live_award/2022/ 

 

注記： 

本イベントは変更・中止となる場合がございます。 

特典は予定であり、変更となる可能性がございます。 

詳細はキャンペーンページをご確認ください。 

「LINE LIVE AWARD 2022」に関するプレスリリース：https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2022/4388 

mailto:pr@demae-can.co.jp
mailto:press@linecorp.com
https://apps.apple.com/jp/app/id1059626535
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.linelive
https://live.line.me/event/13770
https://live.line.me/live_award/2022/
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2022/4388


 

 
【本リリースに関する報道関係者からのお問合せ先】 

株式会社出前館／広報担当：小宮・杉本 Mail:pr@demae-can.co.jp 

LINE 株式会社／広報担当：藁科 Mail: press@linecorp.com 

 

コラボ記念クーポン概要 

 
内容： 
先着 15 万名さま限定で、「出前館」と「LINE LIVE」のコラボクーポンを配布 
 
期間： 
2022 年 11 月 16 日（水）～11 月 22 日（火） 
 
クーポン詳細： 
クーポン①「出前館」をはじめて利用する方限定で、クーポンコード入力でアプリから 2,200 円以上の注文が 1,900 円オフになるクーポン
クーポン②次回の注文時 1,200 円以上の注文で、400 円オフになるクーポンが 2 回分進呈されます。 
 
クーポンコード： 
「LIVE」 
 
詳細ページ： 
https://demae-can.com/link/cam/2700new2211linelive 
 
注記： 
クーポン②は初回注文時にメルマガ登録をしている方限定です。 
本キャンペーンは変更・中止となる場合がございます。 
詳細はキャンペーンページをご確認ください。 
 
 
【「出前館」とは】 

「出前館」は、アプリやサイトから簡単に注文でき、さまざまなシーンで活用可能な全国 47 都道府県に展開する国内最大級のデリバリーサービスです。サービ
スを開始以降、加盟店舗数は拡大し、現在 100,000 店舗以上になりました。フードデリバリーサービスとして始まった「出前館」は、昨今では日用品の配達な
ど"ラストワンマイル"の領域までサービスを推し拡げ、進化し続けています。今後、フードデリバリーを起点とし、さまざまなシーンにフィットするサービスとして事業を
拡大し、ライフインフラとして進んでまいります。 

 
【「LINE LIVE」とは】 

「LINE LIVE」は、『LIVE FOR FUN～あなたのワクワクがみんなの HAPPY に～』をミッションに掲げる、誰もが気軽にリアルタイムで動画配信を楽しめるライ
ブ配信サービスです。何気ない日常トークをはじめ、音楽や歌のパフォーマンスなど、配信を通してすべてのユーザーが個性をありのままに表現し、楽しい時間を分
かち合うことができます。毎日開催されているオーディションには、数多くのライバー（配信者）が参加しており、視聴者はコメントや応援アイテムを送って応援する
など、夢を叶えたいライバーと応援者が一緒に盛り上がれる空間を提供しています。 （https://live.line.me/） 
 
【株式会社出前館 概要】 
（コード番号：2484 東京証券取引所 スタンダード 市場） 
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 リンクスクエア新宿  
代表者： 代表取締役社長 藤井 英雄 
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.com/ 
サービスサイト：https://demae-can.com/ 
概要：日本最大級のデリバリーサービス「出前館」の運営 
資本金：1 億円（2022 年 1 月 6 日現在） 
 

※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 
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