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2018年 4月 30日 

 

 

「ｉｎゼリー」新ＴＶ-ＣＭ 

『ｉｎゼリー スーパーエネルギー ラプラスの魔女コラボ』篇 

2018 年 5 月 1 日（火）より全国Ｏ.Ａ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、櫻井翔さんがイメージキャラクターを務め

るゼリー飲料のトップブランド「ｉｎゼリー」の新ＴＶ-ＣＭ『ｉｎゼリー スーパーエネルギー ラプラスの魔

女コラボ』篇（15秒）を5月1日（火）より、バータイプのプロテイン「ｉｎバー プロテイン」の新ＴＶ-ＣＭ 

『ｉｎバー プロテイン パクパクタンパク質』篇（15秒）を5月14日（月）より、それぞれ順次全国でＯ．Ａい

たします。 

 

 

《肖像写真のＷＥＢ掲載に関する注意事項》 

・本リリースにおける出演者の画像データは、お渡しした素材1点に限りＷＥＢでもご使用いただけます。 

・お渡しした素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

http://www.morinaga.co.jp 

 

櫻井翔さん主演の映画「ラプラスの魔女」と「ｉｎゼリー」のユニークなコラボが実現！ 
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■ＣＭ概要 

タイトル・放送開始日 ：『ｉｎゼリー スーパーエネルギー ラプラスの魔女コラボ』篇(15秒)/ 

2018年 5月 1日(火)～           

『ｉｎバー プロテイン パクパクタンパク質』篇(15秒)/ 

2018年 5月 14日(月)～ 

放送地域             ：全国 

※上記 2本のＣＭは、5月 1日(火)午前 10時頃、公式サイトでもご覧いただけます。 

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

 

■「ｉｎゼリー」の新 CMでは、主演映画『ラプラスの魔女』の青江教授に扮した櫻井さんが登場！ 

櫻井翔さん主演の映画『ラプラスの魔女』（2018年 5月 4日公開）とコラボレーションした『ｉｎゼリー  

スーパーエネルギー ラプラスの魔女コラボ』篇では、櫻井さんが同映画で演じる主人公の大学教授・青江修介

として登場。青江教授の研究室をイメージした世界観のもと、「ｉｎゼリー スーパーエネルギー」の非現実的な

広告コピーが、実際にあり得るかどうかジャッジする姿をコミカルに表現しました。 

また、『ｉｎバー プロテイン パクパクタンパク質』篇の舞台は、商品パッケージをイメージしたシルバーの

抽象的な世界。朝の出勤時から、日々のさまざまな仕事の合間、ジムトレーニングの最中、銭湯の帰り、さらに

はリラックスタイムまで、あらゆるシチュエーションで「ｉｎバープロテイン」をパクパク食べる櫻井さんの姿

を通じて、10ｇのタンパク質が手軽に摂取できる商品の魅力を印象的に訴求していきます。 

（※製品の効果効能を示すものではありません。） 

 

■映画『ラプラスの魔女』 作品情報                                                   

公開日      ： 2018年 5月 4日（金） 

キャスト      ：  櫻井翔・広瀬すず・福士蒼汰ほか 

監督       ：  三池崇史 

原作       ： 東野圭吾「ラプラスの魔女」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊） 

主題歌        ：  『ＦＡＤＥＤ/フェイデッド』Ａｌａｎ Ｗａｌｋｅｒ/アラン・ウォーカー 

脚本           ：  八津弘幸 

音楽           ：  遠藤浩二 

配給       ：  東宝 

公式サイト      ：  http://www.laplace-movie.jp 

 

 

 

 

http://www.laplace-movie.jp/
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―コラボＣＭで一年ぶりに演じた映画『ラプラスの魔女』の青江教授 

「ｉｎゼリー スーパーエネルギー ラプラスの魔女コラボ」篇では、櫻井さんが映画『ラプラスの魔女』で演じ

た青江教授役でＣＭ出演するという異例のお芝居に挑戦しました。映画の撮影終了からすでに一年も経っている

ということで、ＣＭ撮影前は「自分の中にどれだけ青江教授の要素が残っているか分かりません」と冗談交じり

に不安を口にしていましたが、髪型や衣装を整え、研究室を再現したセットに入ると、自然と当時の感覚を取り

戻していった櫻井さん。監督のリクエストにも臨機応変に応えて、撮影終了の「ＯＫ！」の声を聞くと、「パン！」

と大きく手を叩き、満面の笑顔でガッツポーズを見せていました。 

 

―「ｉｎゼリー スーパーエネルギー」を飲んだ青江教授のコミカルなポーズ 

パッケージの両脇でポーズを決めるシーンでは、生真面目な大学教授という映画の役どころを受けて、監督から

「今っぽくない感じがほしい」という指示が飛びました。「わかりました！」と力強く頷いた櫻井さんは、アド

リブで「よっ！」「はっ！」という掛け声を入れながら、“もうひとがんばり”を表現しつつも、ちょっぴり時代

遅れ感が否めない動きを次々と披露。櫻井さんのコミカルなポーズの連続に、現場は大爆笑に包まれました。 

 

―スーツ、スポーツウェア、宇宙服など計 7回の衣装チェンジ 

「ｉｎバー プロテイン パクパクタンパク質」篇ではＣＭ全体で、スーツやスポーツウェア、部屋着、宇宙服な

ど計 7 回の衣装チェンジを行い、日常のさまざまなシーンで摂れる「ｉｎバー プロテイン」の魅力を伝えた櫻

井さん。オフィスでの仕事モードからプライベートのリラックスタイムまで、シーン毎に求められるアクション

や表情も異なり、目まぐるしい撮影となりました。それでも櫻井さんは、豊かな表現力を存分に発揮し、順調に

ＯＫテイクを獲得。気心知れた監督、スタッフと息の合ったチームワークで、現場を大いに盛り上げていました。 

 

―偶然の要素も必要とされた階段を降りるシーンで“18テイク”の熱演 

今回の撮影で櫻井さんが最も苦労していたのが、両手に荷物を抱えて階段を降りるシーン。歩くスピード、持っ

ている資料を落とすタイミングだけでなく、ＯＫカットには引きの画面上に見える資料の散らばり具合、量とい

った偶然に左右される要素も不可欠なため、階段を何度も行ったり来たりしました。ワンテイク毎に、風を送る

役のスタッフやカメラマンと相談しながら、微調整を繰り返した櫻井さん。18テイク目を撮り終えた直後、スタ

ッフに「今のはかなり良かったと思います。手応えがありました」と話しながら、プレイバックを確認中の監督

の方に目を向けると、ついに「ＯＫ！」の合図が。次の瞬間、周りのスタッフから大きな拍手が沸き起こりまし

た。 

 

 

 

―新ＣＭ『ｉｎゼリー スーパーエネルギー ラプラスの魔女コラボ』篇と『ｉｎバー プロテイン パクパク   

タンパク質』篇の撮影はいかがでしたか？ 

映画『ラプラスの魔女』とのコラボレーションとなった『ｉｎゼリー スーパーエネルギー ラプラスの魔女コラ

ボ』篇では、ＣＭに映画と同じ役柄で出演すること自体が、とても珍しいことだったので、ちょっと不思議な撮

影になりました。映画の撮影をしたのが１年も前のことですし、僕自身、今回のＣＭ撮影で青江教授を演じきれ

たのかどうか、正直まだよく分かりません（笑）。一方で『ｉｎバー プロテイン パクパクタンパク質』篇の撮

影は、カット数が多かったので、着替えやセットチェンジも多く、なかなか大変な撮影でした。 

撮影現場レポート 

櫻井翔さんインタビュー 
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でも、仕上がりとしてはテンポの良い、シチュエーションがバンバンバンバン変わっていく、面白い作品になる

と思います。 

 

―今回のＣＭ撮影で特に印象に残った場面をお聞かせください。 

『ｉｎバー プロテイン パクパクタンパク質』篇で階段から降りる時、持っている資料が飛んで、慌てて拾うシ

ーンですね。風を送るスタッフの方と息を合わせながら、15 段ある階段を 18 回も降りては昇りを続けたので、

最後は汗びっしょりでした。 

 

―『ｉｎバー プロテイン パクパクタンパク質』篇では、パクパクとバーを食べるＣＭでしたが、 

櫻井さんは日頃から、タンパク質を意識して摂取することはありますか？ 

普段はトレーニングの直後とか、運動後のなるべく早いタイミングで、鶏肉などのお肉でタンパク質を摂るよう

にしています。そう言った意味では、「ｉｎバー プロテイン」は、わずらわしさもなく短時間で手軽にタンパク

質を摂取できるので、トレーニング後にもオススメですし、忙しくて食事の時間がなかなか取れない時のタンパ

ク質補給にもピッタリだと思います。 

 

―『ｉｎゼリー スーパーエネルギー ラプラスの魔女コラボ』篇では、「ありえない」と否定するシーンがあり

ますが、最近、櫻井さんの身の回りで起こった実際に起きた「ありえない」出来事について教えてください。 

嵐の番組で僕がロケに行くと、猛吹雪でホワイトアウト状態になることが 3回ほど続いたことですね。 

映画『ラプラスの魔女』でも、雪深い福島で撮影していた時、僕が待機していた車から外に出ると吹雪になるこ

とが何度かありまして・・・スタッフの方に「一回（車で）待機しましょう」と言われて車に引き返して、しば

らくして（吹雪が落ち着いて）から呼ばれて外に出ると、また吹雪になってしまうとか。それこそ科学的根拠な

んて何もありませんが、自分でも本当に「ありえない」と思いました（笑）。 

 

―新ＣＭの公開は 5 月になります。5 月といえば、新年度が始まり「5 月病」で悩まれる人も多くいらっしゃる

かと思いますが、櫻井さん流の 5月病対策を教えてください。 

僕は「5 月病」には、なったことがないのですが、ＧＷ等の連休を満喫した後、仕事に戻ると、急にペースが戻

らず「5 月病」になってしまうこともあるかと思うので、そんな時のエネルギーチャージとして、タンパク質や

ビタミンがたくさん詰まった「ｉｎゼリー スーパーエネルギー」や「ｉｎバープロテイン」を摂ってもらい、

元気の源にして欲しいと思います。 
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■商品概要（ｉｎゼリー） 

 

商品名 
ｉｎゼリー 

スーパーエネルギー 

画像 

 

名称 清涼飲料水（ゼリー飲料） 

内容量 120ｇ 

発売日 既発売 

販売ルート CVS・駅売店、ドラッグストア、スポーツ店 

風味 ベリーミックス味 

カロリー 200Kcal 

品質 
120ｇで 200Kcalのエネルギーを補給。 

カフェイン、アミノ酸（アルギニン、オルニチン、BCAA）、ビタミン B群配合。 

参考小売価格 300円（税別）/324円（税込） 

JANコード 4902888727184 

商品名 

ｉｎゼリー ｉｎゼリー ｉｎゼリー ｉｎゼリー 

エネルギー マルチビタミン 
マルチビタミン 

カロリーゼロ 
マルチミネラル 

画像 

    

名称 清涼飲料水（ゼリー飲料） 

内容量 180ｇ 

発売日 既発売 

販売ルート 全国・全ルート 

風味 マスカット味 グレープフルーツ味 オレンジ味 グレープ味 

カロリー 180kcal 90kcal 0kcal 90kcal 

品質 

・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） 

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（鉄・カルシウム・
亜鉛・銅・マグネシウ
ム） 
・栄養機能食品（鉄、
カルシウム、亜鉛、銅） 

参考小売価格 200円（税別）/216円（税込） 

JANコード 

4902888711114 

4902888543890 

(ｽﾎﾟｰﾂ・ﾄﾞﾗｯｸﾞ) 

4902888724558 4902888727528 4902888724701 
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■商品概要（ｉｎバープロテイン） 

 

 

 

 

 

商品名 
ｉｎゼリー ｉｎゼリー ｉｎゼリー 

プロテイン ローヤルゼリー スーパープロテイン 

画像 

   

名称 清涼飲料水（ゼリー飲料） 

内容量 180ｇ 120ｇ 

発売日 既発売 

販売ルート 全国・全ルート CVS・駅売店、スポーツ店 
CVS・駅売店、ドラッグストア、

スポーツ店 

風味 ヨーグルト味 栄養ドリンク味 バナナヨーグルト味 

カロリー 90Kcal 180Kcal 98Kcal 

品質 
・ホエイペプチド 5,000mg配合 
・クエン酸 1,000mg配合 

ローヤルゼリー50mg、アミノ酸、
クエン酸を配合 

・120ｇでタンパク質 10ｇ 
（ホエイペプチド 6,000mg、 
コラーゲンペプチド 4,000mg） 

・ビタミンＢ群配合 

参考小売価格 200円（税別）/216 円（税込） 220円（税別）/238円（税込） 300円（税別）/324円（税込） 

JANコード 4902888723957 4902888727559 4902888727191 

商品名 
ｉｎバー プロテイン ｉｎバー プロテイン ｉｎバー プロテイン 

ベイクドチョコ ウェファーナッツ ウェファーバニラ 

画像 
   

名称 栄養調整食品（たんぱく含有食品） 栄養調整食品（たんぱく含有食品） 

内容量 1本（標準 35ｇ） 1本（標準 37ｇ） 1本（標準 37ｇ） 

発売日 既発売 

販売ルート 全国・全ルート 全国・全ルート 全国・全ルート 

カロリー 164Kcal 193Kcal 194Kcal 

品質 

・タンパク質 10ｇが手軽に摂取
できるプロテインバー 

・タンパク質の働きに必要なビ
タミンＢ群 7種を配合 

・甘さひかえめでしっかりおい
しくお菓子感覚で楽しめる 

・タンパク質 10ｇが手軽に摂取
できるプロテインバー 
・タンパク質の働きに必要なビ
タミンＢ群 7種を配合 
・香ばしいナッツの香りが効い
ている充実した味わい 

・タンパク質 10ｇが手軽に摂取
できるプロテインバー 
・タンパク質の働きに必要なビ
タミンＢ群 7種を配合 
・しっとりとした甘さを感じる
ことができる充実した味わい 

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

JANコード 4902888723544 4902888722219 4902888722226 
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商品名 
ｉｎバー プロテイン ｉｎバー プロテイン 

グラノーラ ヘルシーチキン 

画像 
  

名称 栄養調整食品（たんぱく含有食品） 

内容量 30ｇ 26ｇ 

発売日 既発売 

販売ルート 全国・全ルート 全国・全ルート 

カロリー 108Kcal 92Kcal 

品質 

・タンパク質 10ｇが手軽に摂取できるプロテイ
ンバー 

・グラノーラ素材でザクザク感を演出 
・高タンパク低脂肪で、カロリー約 100kcal 
・他の栄養バランス食品では実現できない 

低脂肪のバー食品 
（1本当たり脂質 0.7ｇ、従来品の 1/10） 

・タンパク質 10ｇが手軽に摂取できるプロテイ
ンバー 
・タンパク質の働きに必要なビタミンＢ群 7種を
配合 
・乾燥野菜、乾燥肉、チキンエキスを使用した旨
みのある味わいで、食事代替にも活用できる 
・1本あたり脂質 0.7ｇの低脂肪 

参考小売価格 170円（税別）/184円（税込） 170円（税別）/184円（税込） 

JAN コード 4902888726835 4902888727467 


