
 
 

 

 

 

 

2014年 3月 6日 
 

美味しくて食べ応えのある０kcal を実現！ 

「ウイダーinゼリー」から初めての“カロリーゼロ”新発売  

～新ＴＶＣＭ「登場篇」3 月 11日全国オンエア～ 

 

森永製菓株式会社（東京都港区芝、代表取締役社長・新井 徹）は、1994年発売のゼリー飲料『ウ

イダーinゼリー』をカロリー別のラインアップに全面リニューアルし、初めての 0kcal商品となる

「ウイダーinゼリー カロリーゼロ」を 3月 11日(火)から新発売します。 

0kcalにするには、使用できる原料が限られるため、原料や配合を繰り返し検討し、グレープの果

汁感や味に厚みがある「ウイダーinゼリー」として満足できる美味しさに仕上げました。 

11種類のビタミンを配合し、栄養がしっかり摂れる機能的な 0kcalの「ウイダーinゼリー」で、

『カロリーは摂りたくないが、小腹は満たしたい』というお客様のご要望に応えます。 

また、発売に合わせて新ＴＶＣＭ「登場篇」を３月 11日(火)から全国で放映を開始する他、交通

広告や屋外広告、ＷＥＢなどで、新生「ウイダーinゼリー」を訴求します。 

このたびの新発売および、新ＣＭの制作には、アートディレクターの佐藤可士和氏にクリエイティ

ブディレクターとしてプロジェクトに参画いただきました。 

 

※消費者 300 名の味覚評価（森永製菓調べ）で、「ウイダーin ゼリー カロリーゼロ」は、「とてもおいし

い」「おいしい」の合算が約９割という高い評価でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  東京都港区芝 5-33-1 〒108-8403 

http://www.morinaga.co.jp 



 

【商品特長】 

●爽やかなグレープ味、飲みごたえのある食感のゼリー飲料 

●11種類のビタミン配合（1食分以上のビタミン 10種類、1日分以上のビタミンＣを配合）。 

栄養がしっかり摂れる美味しい 0kcal の「ウイダーinゼリー」。 

日常のあらゆるシーンで、いつでもどこでも素早く手軽に摂取することができます。 

●ダイエット、仕事の合間、夜食、食事と一緒に、など『カロリーは摂りたくないが小腹を満たした

い』という食シーンにぴったりです。 

●子供や高齢者でも開けやすい新キャップを採用。 
キャップを丸型から八角形型へと変更し、サイズも 
つかみやすい大きさに。さらに矢印を入れることで、 
キャップの回す方向もフォローしました。 

 

【商品概要】 

 

商品名    ウイダーin ゼリー カロリーゼロ 

名称     清涼飲料水（ゼリー飲料） 

内容量       180g 

参考小売価格   200 円（税別） 

発売日       2014 年 3 月 11 日（火） 

発売地区  全国・全ルート 

 

 

 

【ＷＥＢ】 

「ウイダーinゼリー」のサイトをリニューアルし、リニューアルコンセプトや開発秘話を掲載（3月

11日公開予定）http://www.weider-jp.com 

 

【ＴＶＣＭ】 

新しくなった「ウイダーin ゼリー」のパッケージ

を、音楽に合わせリズミカルに描いています。ス

トレートに商品だけを訴求することで、新しいデ

ザインと新コンセプト「選べるカロリー」を印象

的に表現しました。 

 

ＣＭレポート：登場篇 

「i～～～～～～～～～nゼリー！」 

印象的なボーカルと共に、ウイダーｉｎゼリーの象徴である「in」のマークが画面に登場し、製品パッケ

ージが構成されていきます。 

リズミカルなＢＧＭは徐々にアップテンポになっていき、画面上では今回のリニューアルラインアップで

ある１８０、１／２、ＺＥＲＯの文字がリズムに合わせてシズルを飛ばしながら躍動感いっぱいに動き回

ります。インパクトのある「ＮＥＷ」のテロップの表示の後、製品が迫力感いっぱいに画面からはみ出る

サイズで登場。バックには「選べるカロリー、エネルギー、ハーフ、ゼロ」の力強いレーションが！ 

最後は「in ゼリー、ＮＥＷ！」のナレーションと同時に、３つのラインナップが綺麗に整列してＣＭが締

めくくられます。発売 20周年にふさわしい、とてもインパクトのあるＣＭに仕上がりました。 

 

栄養成分表 1 袋(180g)当り 

熱量 0 kcal ビタミン B6 0.34〜0.67mg 

たんぱく質 0g ビタミン B12 0.67〜2.4μg 

脂質 0g ナイアシン 3.7〜7.1mg 

炭水化物 11.4g ビタミンＣ 80〜210mg 

ナトリウム 65mg ビタミンＤ 1.7〜7.0μg 

ビタミンＡ 150〜370μg ビタミンＥ 2.7mg 

ビタミン B1 0.34〜0.75mg 葉酸 67〜270μg 

ビタミン B2 0.37〜0.70mg パントテン酸 1.8〜7.2mg 



 

 

【その他のウイダーｉｎゼリー 】  

 

 

 

 

 

  基本ライン プロテイン プレミアムライン 

商品名 ウイダーin ゼリー ウイダーin ゼリー ウイダーin ゼリー ウイダーin ゼリー 

  エネルギー カロリーハーフ プロテイン ゴールド 

名称 清涼飲料水 

内容量 180ｇ 

発売日 2014 年 2 月下旬 2014 年 3 月 11 日（火） 

発売地区 全国・全ルート CVS・スポーツ店・駅売店限定 

風味 マスカット味 グレープフルーツ味 ヨーグルト味 栄養ドリンク味 

カロリー 180kcal 90kcal 90kcal 180kcal 

品質 

・1 日分以上のビタミンＣを

配合 

・すばやいエネルギー補給

に（おにぎりおよそ１個分） 

【既存のエネルギーインと

同品質】 

・11 種類のビタミン配合 

（1 食分以上のビタミン 10

種類、1 日分以上のビタミ

ンＣを配合） 

【既存のマルチビタミンイン

と同品質】 

・ホエイペプチド 5000mg、

クエン酸 1000mg、たんぱく

質の働きを強める EMR（酵

素処理ルチン）配合 

・1 日分以上のビタミンＣを

配合 

・ローヤルゼリー150mg

※、BCAA（バリン、ロイシ

ン、イソロイシン）、クエン

酸 1000mg 配合 

参考小売価格 200 円（税別） 220 円（税別） 

 

＜栄養成分表 1 袋(180g)当り＞ 

熱量 180kcal 90kcal 90kcal 180kcal 

たんぱく質 0ｇ 0ｇ 5.0g 0.4ｇ 

脂質 0ｇ 0ｇ 0g 0ｇ 

炭水化物 45ｇ 22.5g 17.5g 44.6ｇ 

ナトリウム 43mg 43mg 79mg 110mg 

ビタミンＡ 45〜120μg 150〜370μg  45〜120μg 

ビタミン B1 0.09〜0.22mg 0.34〜0.75mg 0.10〜0.32mg 0.09〜0.22mg 

ビタミン B2 0.11〜0.21mg 0.37〜0.70mg 0.11〜0.27mg 0.11〜0.21mg 

ビタミン B6 0.10〜0.20mg 0.34〜0.67mg 0.33〜0.76mg 0.10〜0.20mg 

ビタミン B12 0.20〜0.67μg 0.67〜2.4μg 0.67〜1.9μg 0.20〜0.67μg 

ナイアシン 1.0〜1.9mg 3.7〜7.1mg 1.1〜2.1mg 1.0〜1.9mg 

ビタミンＣ 80〜190mg 80〜210mg  80g〜210mg 

ビタミンＤ 0.42〜1.7μg 1.7〜7.0μg  0.42〜1.7μg 

ビタミンＥ 0.74〜1.2mg 2.7mg  0.74〜1.2mg 

葉酸 20〜80μg 67〜270μg 67〜800μg 20〜80μg 

パントテン酸 0.46〜2.1mg 1.8〜7.2mg 0.55〜3.7mg 0.46〜2.1mg 

カルシウム   60mg  

 

  ※たんぱく質 5.0gは、ホエイペ

プチドを含んだ量です。 

※炭水化物 17.5gは、クエン酸

1,000mg を含んだ量です。 

※炭水化物 44.6g は、クエン酸

1,000mg を含んだ量です。 

※生ローヤルゼリー換算値 

※「栄養素等表示基準値」を目安にしています。 

 



 

 

【テレビＣＭ制作スタッフ】 

 

 

 

 

 

 

 

■広告主：      森永製菓株式会社 

■ＣＭタイトル：    ウイダーi n ゼリー T V - C M 

             「登場篇」  

               

■広告会社：     株式会社 博報堂 

■制作会社：     株式会社 ティー・ワイ・オー 

■ＥＣＤ：       佐藤可士和(SAMURAI) 

■ＣＤ：        篠原直樹 

■ＡＤ：           奥瀬義樹(SAMURAI) 

■ディレクター：              阿部洋介      

■プロデューサー：            早船浩 

                        勝野恵子  

■撮影：                   穐山茂樹                   

■ギャファー：                大田康裕               

■美術：                   池部隆二郎 

■フードスタイリスト：           山根万由子 

■ＣＧ：                    高橋祐士 

■音楽：                 丹俊樹  

 

 

 

 

 

 

 

 


