
 

 

 

 

 

 

2018年 2月 8日 

 

春の新たな風物詩「イースター」を、キョロちゃんたちがお祝い！ 
「チョコボール」や「おっとっとなど」など人気シリーズがイースター仕様に 

「チョコボール＜カスタード味＞」など全 8商品 2月 20日新発売！ 
～パッケージに隠された“エッグ”を探して集める、プレゼントキャンペーンも～ 

 

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、イースターエッグをイメージした新商品      

「チョコボール＜カスタード味＞」をはじめ、「チョコボール」「おっとっと」「パックンチョ」など人気シリーズのイースター   

関連商品 8品を、2月 20日（火）より全国で新発売いたします。 

「イースター」は、春の到来をお祝いするお祭りとして、カラフルに彩色した卵（イースターエッグ）や、幸運を運ぶとされる

ウサギをモチーフにした海外ではポピュラーなイベントです。近年は日本でも“春の新たな風物詩”として注目が高まって

おり、2017年の「イースター」の認知度は51%※と過半数を越え、いまや食品や流通、ファッションなど様々な業界で関連商

品・キャンペーンが展開されています。 

森永製菓では、菓子と親和性の高い「イースター」にいち早く注目し、2015年より期間限定商品の販売やキャンペーン、

イベントなどを実施しております。4 年目となる 2018 年は、初の試みとして“全関連商品の統一パッケージ”や“専用の AR

てまいります。 

 

イースター関連商品 
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東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

http://www.morinaga.co.jp 
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▼チョコボール＜カスタード味＞ 

※ 森永製菓調べ イベントに関するアンケート 17.3.18-26 15～59 歳男女 n=854  

 

 

▲①おっとっとおやつパック＜うすしお味＞、 

②5 袋おっとっと＜うすしお味＞ 

 ③キョロちゃんのたまご＜カスタード＞ 

 ④パックンチョ＜カスタードプリン味＞ 

 ⑤キョロちゃんクッキー 

 ⑥チョコボール＜カスタード味＞ 

 ⑦プチパックチョコボール＜ピーナッツ＞プチパック 

 ⑧ミニエンゼルパイ＜バニラ＞ 
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▲たまごをめくってスペたま（スペシャルたまご）を探
すエッグハントが楽しめるパッケージ。2018 年は、    
レベル別・全 4 種類に増え、遊びの幅が広がります。 

「チョコボール」や「おっとっと」「パックンチョ」「エンゼルパイ」といった人気シリーズから、イースター関連商品 8 品を発売。      

初の試みとして全商品のパッケージを、さわやかなブルーとカラフルなイースターエッグが楽しいデザインに統一。さらにエッグハントも
楽しめる、遊び心あふれるパッケージにしました。 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 

レベル１ 

レベル 2  レベル 3  レベル４ 



 

イースター関連キャンペーン 

■「キョロ＆とと AR エッグハント ～スペたまをさがせ！～」 

対象商品※のパッケージに隠れた全10種類のスペシャルたまご（スペたま）を探して遊べるキャンペーン

を実施いたします。専用アプリ「キョロ＆とと AR エッグハント ～スペたまをさがせ！～」をダウンロード

して、スペたまを 2 つ集めるともれなく全員に「スペたまデジタルアイテム」を、3 つ集めると抽選で

100 名様に「お菓子詰め合わせ」をプレゼントします。アプリやキャンペーンの詳細は

http://www.morinaga.co.jp/kuprpchan/easster をご覧ください。 

＜応募締め切り＞ 2018 年 5 月末日 

 

■森永製菓社員が歌う！イースターソング 

音楽を趣味にしている森永製菓の社員 16 名がアレンジから演奏・編集まですべて自前で「イースターソング」を

制作しました。メンバーの中には取締役も！そして社員の子ども達 8 人が元気な歌声を吹き込み、楽しいイース

ターソングが完成しました。楽曲は店頭・森永製菓ＨＰでお聞きいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

  イースター関連イベント 

■イースターイベント 

イースターに先駆け、3 月下旬に全国 5 箇所の商業施設にて、 

キョロちゃんが登場するイベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■店頭イベント 

店頭のメインビジュアルでもエッグハントを訴求し、

イースターを盛り上げます。さらに、店頭に設置し

たマーカーを読み取り、端末内に現れる 3D の町で  

エッグハント(制限時間内にたまごを集める)を体験

できるゲームも、お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

※ 対象商品：イースター関連商品（「パックンチョ＜カスタードプリン味＞を除く計 7 品 
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2017 年イベントの様子 

「森永製菓 EASTER HAPPINESS 2018 キョロちゃんの Easter Egg Hunt Rally」 

日時：3 月 17 日(土)、18 日(日)10:00～18:00        日時：3 月 24 日(土)、25 日(日)10:00～18:00 

会場：【関西】三井アウトレットパーク大阪鶴見   会場：【東北】三井アウトレットパーク仙台港 

   【九州】マリノアシティ福岡                     【関東】二子玉川ライズ 

                                                      【東海】三井アウトレットパーク 

                                                              ジャズドリーム長島 

イベント内容 

① キョロちゃんの Easter Egg Hunt Rally 

施設内 8 箇所に隠されたイースターエッグを探し、エッグハントラリーを完成させよう！ 

② ガチャガチャコーナー 

チョコボールの空き箱を 2 個持っていくと、素敵な景品が当たるガチャガチャに挑戦！ 

（お一人様一回限り） 

▲イースターソング制作風景 

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


 

■イースター関連商品一覧 

商品名 
チョコボール＜カスタード味＞ チョコボール 

＜ピーナッツ＞プチパック 

画像  

 

商品特長 

・ビスケットをカスタード味のチョコでコーティングし、カラーシュガーをまぶし

た、昨年よりも華やかなイースターエッグチョコボールです。 

・カラフルな卵の殻をかぶった、たまごキョロちゃんがメインのデザインです。 

・卵の絵柄部分をめくってスペたまを探すレベル別全 4種（写真左より レベ

ル 1、２、3、4）エッグハントの仕掛け付きです。 

・カラフルなイースターエッグの散らした楽しいデザインで、パッケージ上で

エッグハントを楽しめ、専用アプリからキャンペーンに応募できます。 

・チョコボール＜ピーナッツ＞を便利な

プチパックに小分けしました。7袋入り。 

・パッケージでは卵の殻をかぶったキョ

ロちゃんとカラフルなイースターエッグ

をデザインし、イースターの楽しさを 

演出しています。 

 

・カラフルなイースターエッグの散らした楽しいデザインで、パッケージ上でエッグハントを楽しめ、専用アプリからキャ

ンペーンに応募できます。 

名称（種類別） 準チョコレート 準チョコレート菓子 

内容量 22g 79 g 

参考小売価格 80円（税別）/86円（税込） 250円（税別）/270円（税込） 

発売日 2月 20日（火）～ 

発売地区 全国/全ルート 全国/CSV・レール売店を除く 

ターゲット 幼児～小学生 未就学児童～中学生と、その親世代  

JAN コード 4902888231971 4902888231988 

 

商品名 10 枚キョロちゃんクッキー ミニエンゼルパイ＜バニラ＞ 
キョロちゃんのたまご 

＜カスタード＞ 

画像 

   

商品特長 

・岩塩をきかせた、ガレットタイプ

のプレーンビスケットです。 

・アーモンドペーストを使用し風

味豊かに仕上げました。 

 

・マシュマロをビスケットでサンドし、チョ

コレートで包んだ「むにゅ」っと食感が

楽しいエンゼルパイの一口タイプで

す。 

・配れる便利な個包装 16袋入りです。 

・カスタード味クリーム入りの焼き菓子

にカスタード味チョコでコートした、食

べ応え十分のお菓子です。 

・配れる便利な個包装 7袋入りです。 

・カラフルなイースターエッグの散らした楽しいデザインで、パッケージ上でエッグハントを楽しめ、専用アプリからキャ

ンペーンに応募できます。 

名称（種類別） クッキー パイ加工品 準チョコレート菓子 

内容量 10枚 144g 124g 

参考小売価格 200円(税抜）/216 円（税込） オープン価格 

発売日 2月 20日（火）～ 

発売地区 全国/全ルート 

ターゲット 未就学児童～中学生と、その親世代 

JAN コード 4902888234071 4902888234224 4902888231995 

 



 

 

商品名 
5袋おっとっと 

＜うすしお味＞ 

おっとっとおやつパック 

＜うすしお味＞ 

パックンチョ＜カスタードプリン味＞ 

プチパック 

画像 

   

商品特長 

・ポテトのうま味を感じられる  

ほんのり＜うすしお味＞を便利

なプチパックに小分けしました。   

5袋入り。 

・ポテトのうま味を感じられるほんのり 

＜うすしお味＞です。 

・メッセージ入りとメッセージが書き込め

る 2通りのデザイン。 

 

・パックンチョ＜カスタードプリン味＞を

便利なプチパックに小分けしました。  

7袋入り。 

・メッセージ付きと、メッセージを自分で

書ける 2種のデザイン入り。 

・イースターの絵柄が追加されました。 

 

・菓子型にイースター限定の全 6種類をプラスしました 

・カラフルなイースターエッグの散らした楽しいデザインで、パッケージ上で

エッグハントを楽しめ、専用アプリからキャンペーンに応募できます。 

名称（種類別） スナック菓子 ビスケット 

内容量 5袋 50ｇ 79g 

参考小売価格 250円（税別）/270円（税込） 150円（税別）/162円（税込） 250円（税別）/270円（税込） 

発売日 2月 20日（火）～ 

発売地区 全国/全ルート 

ターゲット 幼児～小学校高学年とその親 未就学児童～小学校低学年とその親  

JAN コード 4902888234217 4902888234200 4902888232077 

 

■ご参考 
 

◇イースターとは：今年のイ－スターは 4月 1日 

 十字架にかけられたイエス・キリストの復活を記念するキリスト教のお祭りで、「復活祭」とも呼ばれています。    

日にちは、「春分の日の後の、最初の満月から数えて最初の日曜日」と定められており、今年は 4月 1日です。 

また、日本では例年卵やウサギのモチーフやカラフルな装飾などを起用した、SNS 映えする可愛らしい商品や   

イベントが開催されています。本来の伝統的なイベントとは一味違う、日本独自のイースター展開が進み、      

春のイベントとして定着しつつあります。   

 

イースターのモチーフ、イースターエッグ（カラフルに彩色された卵）は、生命の始まりを意味しています。卵の殻を

破ってヒヨコが生まれてくるさまが、イエス・キリストが死後に復活したことを象徴していると考えられているためです。 

イースターの代表的なイベントには、「エッグハント（イースターエッグを探す遊び）」、「エッグロール（イースター   

エッグを割らないように転がして競争する遊び）」、「イースターパレード」などがあります。 

 

 

◇大正 14（1925）年のイースター情報を発見！日本初のイースター？！ 

 森永製菓の史料室に保存されている、大正 14 年 5 月 15 日号の広報誌「森永月報」に、「花、爛漫の四月は・・・・

復活祭（イースター）の売出」と題した記事が掲載されており、当時、森永製菓が商品販売と宣伝を目的に開店して

いた「森永キャンデーストア」（丸ビルの１階）で、イースターの菓子の売り場を作った記録が見つかりました。 

 

 

 


