
2009 年 9月 28 日

『ダース』新テレビＣＭ

「ビターなのに」篇 9 月 30 日から オンエア！

主演：岡田将生さん、臼田あさ美さん / 特別出演：ジョー・マクモニーグル

森永製菓株式会社(本社：東京都港区芝、社長：矢田雅之)は、まろやかなカカオ感で人気の『ダース<

ビター>』のリニューアル発売に合わせて、イメージキャラクターに岡田将生さん、臼田あさ美さんを起

用し、新作テレビＣＭ「ビターなのに」篇を 9月 30 日（水）より全国で放映開始します。

『ダース』は仕事にちょっと疲れた時、上質な口どけが支持され、20 代～30 代の女性を中心に幅広いお

客様にご愛用いただいている、粒タイプの無垢チョコレートです。この秋は、「ダース＜ミルク＞」の品

質を大きくリニューアル。また、秋の味わい「ダースクレア＜ショコラ＆ノワゼット＞＜マロン＆キャ

ラメル＞も期間限定で新登場！

岡田将生さんと臼田あさ美さんの熱い競演と、ドキュメンタリーＴＶ番組でもおなじみ元 FBI 遠隔透

視能力者ジョー・マクモニーグルさんの特別出演というコミカルなキャストで、「ダース＜ビター＞」の

新しいおいしさの魅力を伝えていきます！

「ダース」商品サイト：http://dars.jp/

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 東京都港区芝5-33-1 〒108-8403

http://www.morinaga.co.jp/



【ＣＭ内容】

リニューアルされたダースビターのパッケージがあるシンプルな空間。

岡田将生さん＆臼田あさ美さんに新しいダースビターを食べていただき、

二人の率直な感想を正々堂々お伝えします。

が、突然割って入ってくるドキュメンタリーＴＶ番組でもおなじみ

元 FBI 遠隔透視能力者ジョー・マクモニーグル。

岡田将生さん＆臼田あさ美さんの感想・予想は、ジョーの特殊能力により

裏付けられるのか？！

【ＣＭリポート】

普段ＣＭ撮影時、出演者の衣装を決める場合、スタイリストさんに 10 パターンくらい

衣装をそろえていただくのですが、今回は良い意味で本当に迷いました。

岡田将生さん、臼田あさ美さん、どれを着ていただいてもすべて似合ってしまう。

監督もカメラマンも、ど～しよ～、これもいい・・・あれもいい・・・と、悩みに悩み、

撮影前の最終フィッティングに小 1時間かかってしまいました。

また、ＣＭ内に突然割って入ってくるジョー・マクモニーグルさんですが、

このシーンは氏のバージニア州の自宅でロケしました。

ＴＶ番組風のドキュメンタリー感を出すために、このシーンのみビデオで撮影し、

岡田将生さん＆臼田あさ美さんが出ている前後のカットと見え方の差を演出し、

唐突感や緊迫感を強調させています。

作品名

CD 佐藤 義浩 ㈱電通 スタイリスト(岡田さん) 大石 裕介

CMプランナー 津谷 徹 ㈱電通 スタイリスト(臼田さん) 村田 亜由美

ＣＭプランナー/コピーライター 忽那 治郎 ㈱電通 ヘアメイク(岡田さん) 池上 豪

ＣＭプランナー/コピーライター 田村 直人 ㈱電通 ヘアメイク(臼田さん) 田村 直子

クリエイティブプロデューサー 三浦 史久 ㈱電通 カラリスト 安藤 重人

クリエイティブプロデューサー 草苅 裕子 ㈱電通 オフラインＥＤ 小野寺 純一

ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞ 杉山 公代 ㈱電通ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ オンラインＥＤ 寺澤 俊彦

プロデューサー 阿部 純 ㈱ﾊｯﾄ ＭＡ 亀山 正信

制作 長谷川 雄史 ㈱ﾊｯﾄ 音楽 後藤 英夫

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 神原 秀樹 ㈱ﾊｯﾄ

ｶﾒﾗﾏﾝ 田中 創 ﾌﾘｰ 出演 岡田将生

照明 野口 昌己 ﾌﾘｰ 臼田あさ美

美術ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 吉嶺 直樹 (有)SUI ジョー・マクモニーグル

CG 田中 宣彦 NTTメディアラボ ナレーター 小川 真司

森永製菓㈱ ダース 「ビターなのに」 「裏ワザ」 30・15秒



【出演者タレントプロフィール】

■岡田 将生（おかだ まさき）

生年月日 1989 年 8 月 15 日（20 歳）

出身地 東京都

血液型 AB 型

＜最近の活動状況＞

・ドラマ

2008 年 02 月 「交渉人～THE NEGOTIATOR～」

(第 5 話)(ANB)

03 月 「フキデモノと妹」(主演)

07 月 「太陽と海の教室」(CX 7 月～9月)

2008 年 10 月 「花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～卒業式＆７と１/２話スペシャル」(CX)

2009 年 08 月 「オトメン」（CX）

・映画

2008 年 03 月 「ブラブラバンバン」

12 月 「魔法遣いに大切なこと」

2009 年 02 月「ハルフウェイ」

2009 年 03 月「ホノカアボーイ」

2009 年 05 月「重力ピエロ」

2009 年 10 月 24 日公開予定 「僕の初恋をキミに捧ぐ」

・ＣＭ

集英社文庫 「ナツイチ」

■臼田 あさ美（うすだ あさみ）

生年月日 1984 年 10 月 17 日（24 歳）

血液型 A 型

＜最近の活動状況＞

・ＴＶ

2005 年 04 月 「歌スタ!!」レギュラー（NTV）

2009 年 04 月 「メレンゲの気持ち」司会（NTV）

・ドラマ

2008 年 01 月 「だいすき」（TBS 1 月～3月）

2009 年 01 月 「メイちゃんの執事」（CX 1 月～3月）

・映画

2007 年 11 月『恋空』

2009 年 8 月『色即ぜねれいしょん』

2009 年冬公開予定『ランブリングハート』(主演)

・ＣＭ

2007 年 07 月 グリコ『BREO』

03 月 宝酒造「TaKaRa 直搾り」

10 月花王『ケープ エア・アレンジ』

2008 年 12 月 エスエス製薬 「スルーラック デトファイバー」



特別出演

■ジョー・マクモニーグル

生年月日 1946 年 1 月 10 日（63 歳）

自称 元 FBI 超能力捜査官（未来透視能力者）

＜日本国内の活動＞

特別番組「ＦＢＩ超能力捜査官」（NTV）に多数出演


