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焼きチョコ「ベイク」シリーズ「ベイククリーミーチーズ」

新 TV-CM

『またやいちゃった』篇

2016 年 9 月 13 日より全国放送開始
「BAKE presents miwa ミニライブ＆miwa 主演映画『君と100 回目の恋』特別試写会ご招待」
キャンペーンも開始
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、歌手の miwa さんが出演する TV-CM 焼きチョコ「ベ
イク」シリーズの期間限定商品「ベイククリーミーチーズ」「ベイクフォンダンショコラ」「ベイク＜スイートポテ
ト味＞」の発売に合わせて、新 TV-CM『またやいちゃった』篇を、2016 年 9 月 13 日（火）より順次、全国にて放送し
てまいります。
CM キャラクターには前回に引き続き、10-20 代を中心に人気を集めるシンガーソングライターの miwa さんを起用。
音楽は「ベイク」CM のために miwa さんに書き下ろしていただいた『Princess』を継続して使用しています。
前回同様、
“焼くことによって美味しくなるチョコ”という「ベイク」の特徴を表現するため、miwa さんが演じるの
は“わざとヤキモチを妬かせてしまう”憎らしくも可愛い、恋愛上手な女の子。今回は、秋の季節に合わせて、少し
大人っぽくヤキモチを妬かせています。
また、新 TV-CM 公開とあわせて、2016 年 9 月 13 日（火）～11 月 14 日（月）の期間、コミュニケーションアプリ「LINE」
で応募する「BAKE presents miwa ミニライブ＆miwa 主演映画『100 回目の恋』特別試写会ご招待」キャンペーンも展
開いたします。

■「ベイククリーミーチーズ」新 TV-CM『またやいちゃった』篇

■CM ストーリー
落ち葉舞う森のなかを駆けている miwa さん。どうやら、男の子たちと追いかけっこをしているみたいです。ゆるく
ウェーブした長い髪がぽんぽんと跳ね、とても楽しそう。今回もそんな miwa さんを見つめる、とある男子の目線でＣ
Ｍは展開します。みんなと一緒にはしゃぎながらも、miwa さんが何度もこちらをじっと見つめてきます。ついつい意
識してしまうその視線。
「それなのに、アイツのコートをつかんじゃったりして…」と、気にしている彼に気付いたの
か、miwa さんが一言。
「またやいちゃった？」そう、恋もチョコも、やいちゃうともっととろけるのです。ラストでは、
「焼～きチョコベイク♪」と歌ったあと、「ベイククリーミーチーズ」を口にする miwa さん。はしゃいだあとに見せ
る大人の表情。そのギャップは、外サク中クリーミーな「ベイククリーミーチーズ」のように魅力的です。

「ベイククリーミーチーズ」新 TV-CM『またやいちゃった』篇
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■CM 現場リポート
今回の miwa さんは、白いセーターと、ウェーブがかった髪で大人の雰囲気。楽しそうな様子で走っている miwa さ
んですが、実は撮影日は風が強く、さらに場所は日陰がある森のなか。寒いなかでの撮影にも関わらず、何度もすて
きな表情を見せてくださいました。かわいらしい miwa さんですが、テイクを重ねるごとに「小悪魔」な表情に磨き
がかり、スタッフ一同ドキドキしてしまいました。どのカットを使うか迷いましたが、スタッフ厳選の miwa さんの
表情が揃いました。
ちなみに、
「焼～きチョコベイク♪」を歌うときに miwa さんが弾いているピアノは丸太でできていて、その上には
リスの姿も。森のなかでの撮影にぴったりな楽器なのでした。

■BAKE presents miwa ミニライブ＆映画『君と 100 回目の恋』特別試写会ご招待キャンペーンについて
2016 年 9 月 13 日（火）～11 月 14 日（月）の期間、コミュニケーションアプリ「LINE」で応募する「BAKE presents
miwa ミニライブ＆映画『君と 100 回目の恋』特別試写会ご招待」キャンペーンを展開いたします。LINE アプリで森永
製菓 LINE 公式アカウントと友だちになっていただき、ベイクシリーズの対象商品
を購入したレシートを撮影、その画像をトーク画面で、森永製菓 LINE 公式アカウ
ントに送信してご応募いただきますと抽選で、2017 年 1 月に東京・大阪で実施さ
れる、miwa 出演のミニライブ＆miwa 主演の映画『君と 100 回目の恋』特別試写会
に、1,000 組 2,000 名様をご招待いたします。
＜キャンペーン期間＞
2016 年 9 月 13 日(火)0：00～11 月 14 日(月)23：59
＜レシート有効期間＞
2016 年 9 月 13 日(火)0：00～11 月 14 日(月)23：59
＜対象商品＞
「ベイク」
「ベイク＜スイートポテト味＞」「ベイククリーミーチーズ」「ベイクフォンダンショコラ」
「ベイクティータイムパック」
＜賞品/当選者数＞
miwa ミニライブ＆miwa 主演映画『君と 100 回目の恋』特別試写会へのご招待。
東京・大阪の 2 会場あわせて 1,000 組 2,000 名様
＜日程/実施場所＞
東京会場

2017 年 1 月 12 日（木）＠Zepp 東京

大阪会場

2017 年 1 月 24 日（火）＠Zepp なんば大阪

＜当選告知日＞
11 月下旬以降
＜応募方法＞
森永製菓 LINE 公式アカウントをお友だち登録後、ベイクシリーズの対象商品を購入したレシートを撮影、その画像
をトーク画面で、森永製菓 LINE 公式アカウントに送信してご応募いただきます。詳しくはこちらをご参照ください。

http://www.morinaga.co.jp/bake/miwa-bake2/
映画『君と 100 回目の恋』
（2017 年 2 月 4 日（土）全国ロードショー）
出演：miwa 他 / 監督：月川翔
彼女の運命を変えるため 100 回人生を捧げようとした彼と、彼の 1 回の
未来を守るため自分の運命を決めた彼女の物語。歌姫と一途男子が奏で
るラブソングに感涙する時をかけめぐる純愛映画。

詳しくはこちらをご参照ください。http://kimi100.com/

©「君と 100 回目の恋」製作委員会

■プロフィール
◆miwa（みわ）
1990 年生まれ。シンガーソングライター。2010 年に「don’t cry anymore」でメジャーデビュー。ファーストア
ルバム「guitarissimo」がオリコンアルバムチャート 1 位を獲得。2015 年、女性アーティストとしては史上初となる
ギター1 本での弾き語りライブを日本武道館で 2 日間開催。また、2013 年には NHK 紅白歌合戦に初出場。その後、3
年連続の出場を果たす。2017 年 2 月公開の映画「君と 100 回目の恋」では主演を務める。

■商品概要

商品名

新商品
ベイク クリーミーチーズ

新商品
ベイク フォンダンショコラ

新商品
ベイク＜スイートポテト味＞

画像

商品特長

・まるで小さな「チーズケー
キ」のような濃厚な味わいの
焼きチョコです。
・表面はさくっと焼き上げ、
中はとろけるチーズソースが
入った 2 種類の繊細な食感が
お楽しみいただけます。

・しっとりとしたチョコの中に ・さつまいもの優しい甘さの「ス
滑らかなチョコレートソースが イートポテト」をイメージして焼
入ったフォンダンショコラの味 き上げました。
わいです。
・パリッとほっくりとろける食感
・温めると中央がさらにとろっ が、「スイートポテト」そのもの
として、フォンダンショコラの のような味わいです。
リアルな味わいがお楽しみいた
だけます。

名称

準チョコレート

内容量

10 粒

参考小売価格

128 円（税別）
/138 円（税込）

180 円（税別）/194 円（税込）

発売日

2016 年 9 月 13 日（火）～2017 年 3 月末

発売地区

全国・全ルート

ターゲット

20 代後半～40 代女性

ＪＡＮコード

4902888209482

4902888230165

商品名

4902888230141

ベイク

画像

商品特長

・外はパリッ、中はしっとりとろける二重食感の焼きチョコです。パリッとした食感の後に、ちょ
っとビターな味わいのチョコがふわっとひろがります。

名称

準チョコレート

内容量

10 粒

105ｇ

参考小売価格

128 円（税別）/138 円（税込）

オープンプライス

発売日

既発売

発売地区

全国・全ルート

ターゲット

10 代学生～20-30 代社会人女性

30-40 代主婦

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

4902888224096

4902888224119

