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2018 年 1 月 15 日

「受験に in ゼリー」
～ in ゼリーと WANIMA から受験生へ ～

WANIMA「Everybody!! Tour」（エビバデ!! ツアー）へ
受験生 100 組 200 名様を特別招待
特設サイト URL：http://www.weider-jp.com/know/jyuken/
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、昨年 11 月から受験生応援企画「受験に in ゼ
リー」を展開している「in ゼリー」と、若者から絶大な人気を誇るスリーピース・ロックバンド WANIMA のコラボレーション
企画の第 2 弾として、2018 年 1 月 15 日（月）より、受験生へ特別なプレゼントを贈る企画を実施します。
本企画では、「受験もあと少し。さあラストスパート！」という意を込めて、WANIMA のメジャー1st フルアルバム
「Everybody!!」（読み：エビバデ!!）の発売を記念して、2018 年 3 月 11 日（日）から 5 月 3 日（木）の期間に行う全国ツ
アーWANIMA「Everybody!! Tour」（エビバデ!! ツアー）へ、100 組 200 名の受験生を特別に招待します。さらに公演
の後には、“ライブの...「あとのうたげ」”として、WANIMA と過ごす特別な体験“ミート&グリート”も特別に実施します。

◆「受験に in ゼリー」 - WANIMA「Everybody!! Tour」（エビバデ!! ツアー）受験生特別招待キャンペーンについて
受験をがんばる受験生へ、「受験もあと少し。さあラストスパート！」という意を込めて、「in ゼリー」と WANIMA から
受験生へ、WANIMA のメジャー1st フルアルバム「Everybody!!」（読み：エビバデ!!）の発売を記念して、WANIMA
「Everybody!! Tour」（エビバデ!! ツアー）へ 100 組 200 名の受験生を特別招待します。また“ライブの...「あとのう
たげ」”として、WANIMA と過ごす特別な体験“ミート&グリート”も特別実施いたします。
▽ツアー名：WANIMA「Everybody!! Tour」（エビバデ!! ツアー）
▽ご招待：2018 年 3 月 11 日（日）〜5 月 3 日（木）に行われる WANIMA「Everybody!! Tour」（エビバデ!! ツアー）
の内、全国 10 公演 8 会場で行われるツアー
▽応募期間：1 月 15 日（月）00:00 〜 1 月 28 日（日）23:59
「受験に in ゼリー」特設サイトにて応募受付
▽応募対象：100 組 200 名の受験生。応募は 2018 年 4 月入学者向けの入学試験を受けた/受ける受験生に限ります。
その他の応募は無効となります。
会場にて、応募された受験生ご本人であることを確認するために「顔写真付き本人確認書類（学生証等）」と「受験票な
ど種類・結果は問わず受験や進学を証明するもの」が必要となります。
※応募されるご本人だけでなく、ご同行される方の「お名前（必須）」「性別」「生年月日（必須）」「受験区分」の情報も必
要となります。事前に同意を得た上でご応募ください。
▽抽選・当選者発表のご連絡について
1 月 29 日（月）00:00 より抽選を行い、当選者には当選案内書類の送付（チケットは会場にて引き換え）をもって発表に
かえさせていただきます。
▽会場：全国 10 公演 8 会場
▼3 月 11 日（日）

▼3 月 31 日（土）

▼4 月 22 日（日）

大阪 大阪城ホール

北海道 Zepp Sapporo

千葉

▼3 月 21 日（水）

▼4 月 14 日（土）

宮城

広島

セキスイハイムスーパーアリーナ

広島グリーンアリーナ

▼3 月 25 日（日）

▼4 月 18 日（水）

新潟

愛知

朱鷺メッセ・新潟コンベンションセン
タ

▼3 月 30 日（金）
北海道 Zepp Sapporo

日本ガイシホール

▼4 月 21 日（土）
千葉

幕張メッセ 国際展示場 9-11 ホー
ル

▽特設サイト URL：http://www.weider-jp.com/know/jyuken/

幕張メッセ 国際展示場 9-11 ホー
ル

▼5 月 03 日（水）
福岡

マリンメッセ福岡

◆ご参考：第１弾 WANIMA とのコラボレーション企画による CM(楽曲「CHARM」を起用)
▽in ゼリー新テレビ CM ～「受験だって、団体戦だ。」篇～ 概要
2017 年 11 月 12 日（日）から全国で OA を開始したｉｎゼリーの新 TVCM では、CM のテーマソングに若者から絶大
な人気を誇るスリーピース・ロックバンド WANIMA の楽曲「CHARM」を起用し、「受験だって、団体戦だ。」というメッセージ
を表現しました。受験は、辛く厳しい孤独な戦い。しかし、合格という同じ目標に向かってともにがんばる仲間たちの存在
が、受験に立ち向かう大きなエネルギーになる。部活やスポーツ、ビジネスなど、様々なシーンでがんばるひとたちへ、エ
ネルギーをチャージしてきた in ゼリーらしい、いまだかつてないポジティブ系受験 CM。WANIMA によるエネルギッシュな
CM ソングも、団体戦としてポジティブな受験を盛り立てます。

◆若者に絶大な人気を誇るWANIMA
KENTA（Vo,Ba,ワンチャン）、KO-SHIN（Gt,Cho,無口）、FUJI（Dr,Cho,食いしん坊）。2010 年結成。東京都在住熊本
県出身スリーピース・ロックバンド。2014 年 10 月「沢山の人達に WANIMA の音楽を届ける!!」 をモットーに 1st ミニアルバ
ム『Can Not Behaved!!』でデビュー。「初めましての人達とどれだけ距離を縮められるか!!」をモットーに沢山の人達とライ
ブを重ね、軒並み大型フェスティバルへの出演を果たし、いくつもの入場規制を記録。その勢いのまま 2015 年 8 月 1st
シングル『Think That...』をリリース。レコ発 TOUR は軒並みソールドアウト！そして同年 11 月に 1st フルアルバム
『Are You Coming?』をリリース。オリコンデイリーアルバムチャートでは 11 月 4 日付で 1 位、週間チャート 4 位を獲得し、
iTunes チャートでも首位を獲得。翌年 16 年 8 月に 2nd シングル『JUICE UP!!』をリリースし、オリコン週間シングルチャート
で 4 位を獲得。同年の FUJI ROCK、ROCK IN JAPAN FES といった全国の大型フェスのメインステージに立つ。
今年 17 年 3 月にはわずかデビュー後 2 年 5 か月で、10 万人を超える応募が殺到した、さいたまスーパーアリーナの
初ワンマンを大成功させ、日本を代表するロックバンドへと急成長を遂げた。そして Warner Music Japan 内レーベル：
unBORDE（アンボルデ）と新たにタッグを組み勢いは更に加速する。5 月に 3rd シングル『Gotta Go!!』リリースし、オリコン
週間チャート 3 位を記録。そして遂に来年 1 月 17 日に全 14 曲を収録した待望のメジャー1st フルアルバム「Everybody!!」
（読み：エビバデ）のリリースが決定！様々な分野で開催しがちな日本代表 WANIMA の勢いは止まらない、まさに
チカラー!!である。

◆in ゼリー商品概要
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

ウイダーin ゼリー

ウイダーin ゼリー

エネルギー

マルチビタミン

マルチミネラル

プロテイン

カロリーゼロ

ゴールド

商品名

画像

名称

清涼飲料水（ゼリー飲料）

内容量

180ｇ

発売日

既発売
全国・CVS、スポーツ
店、駅売店限定

全国・全ルート

発売地区
風味

マスカット味

グレープフルーツ味

グレープ味

ヨーグルト味

ピーチ味

栄養ドリンク味

カロリー

180kcal

90kcal

90kcal

90kcal

0kcal

180kcal

・すばやいエネルギー
補 給 に （ お に ぎ りお よ
そ１個分）
・1 日分以上のビタミン
Ｃ配合

・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配合）

・5 種類のミネラル配合
1 食分以上の（鉄・カル
シウム・亜鉛・銅）・マグ
ネシウム）配合
・栄養機能食品（鉄、カ
ルシウム、亜鉛、銅）

・ ホ エ イ ペ プ チ ド
5000mg 、 ク エ ン 酸
1000mg 配合
・7 種類のビタミン配合

・ダイエットのときに不
足しがちなビタミン
Ａ・Ｃに加えて、カル
シ ウム 、 ビタ ミン Ｄ も
配合。
・カロリーゼロなのに
おいしいピーチ味。

・ローヤルゼリー
150mg 、 BCAA （ バ リ
ン、ロイシン、イソロイ
シン）、クエン酸配合
・1 日分以上のビタミ
ンＣ配合

品質

JAN コード

220 円（税別）/238 円
（税込）

200 円（税別）/216 円（税込）

参考小売価格
4902888711114
4902888543890
(ｽﾎﾟｰﾂ・ﾄﾞﾗｯｸﾞ)

4902888724558

4902888724701

4902888723957

4902888727092

ウイダーin ゼリー

ウイダーｉｎゼリー

スーパーエネルギー

スーパープロテイン

商品名

画像

名称

清涼飲料水（ゼリー飲料）

内容量

120ｇ

発売日

既発売

発売地区

全国・CVS、スポーツ店、ドラッグストア、駅売店限定

風味

フルーツ＆ジンジャー味

バナナヨーグルト味

カロリー

200Kcal

98Kcal

品質

・現行品より少ない内容量 120g で、現行品よりも多
い 200Kcal のエネルギーが摂取できます。
・カフェイン、アルギニン、オルニチン、BCAA、ビタミ
ン B 群を配合。
・フルーツ＆ジンジャー味

・現行品より少ない内容量 120g で、現行品よりも多い
10g のたんぱく質が摂取できます。
・ビタミン B 群を配合。
・バナナヨーグルト味

参考小売価格
メインターゲット
JAN コード

300 円（税別）/324 円（税込）
40～50 代男性
仕事や家事、趣味など毎日が忙しく
生活している人
4902888727184

40～60 代男女
健康維持のため筋肉をつけたい人、
運動習慣がある人
4902888727191

4902888725852

