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『ハイチュウの日』プレゼントキャンペーン実施 
 

ピューレおばさん（丸山さん）と村上さんの 

まるでコントのような WEBムービーや、新 TVCMも同時公開！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月 2日 

 

 

 

 

 

森永製菓株式会社(東京都港区芝、代表取締役社長・太田 栄二郎)は、やわらかな噛み出しと、心

地よい噛み応えで果物のジューシーな味わいが楽しめるソフトキャンディ「ハイチュウ」が、8月 12

日（月）に『ハイチュウの日』※を迎えるにあたり、8月 1日（木）より同時に 2つのキャンペーン

を開始します。 

 

＜キャンペーン①＞ハイチュウ フォロー＆リツイートキャンペーン 

（期間：2019年 8月 1日（木）～2019年 9月 2日（月）） 

森永製菓 Twitter公式アカウント（＠morinaga_angel）をフォロー＆リツイートすると、「ハイチュ

ウ」でかき氷が作れるという「ハイチュウかき氷機」や、TVCMでも登場した「ハイチュウタワー(キ

ット)」が当たるキャンペーンに毎日参加可能です。また、景品を紹介する WEB ムービーを「ハイチ

ュウ」公式サイト内に期間限定で公開します。料理番組風のキッチンで繰り広げられる暴走したピュ

ーレおばさん（丸山さん）と、終始唖然とする村上さんのコントのようなやり取りに注目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜キャンペーン②＞ハイチュウオリジナルグッズプレゼントキャンペーン 

（期間：2019年 8月 1日（木）～2019年 9月 2日（月）） 

対象商品を購入して応募すると、冷蔵庫を開ける度に関ジャニ∞が話しかけてくる「冷蔵庫ボイスア

クセサリー」や、「エプロン」、「QUOカード」が当たります。また、新 TVCMでは「8月 12日はハイチ

ュウの日」を訴求しながら本キャンペーンも告知します 

 

 ※『ハイチュウの日』は、『8・1・2』で、ハイチュウと読む語呂合わせと、8月上旬の夏休みの行楽や帰省などで家族が一緒に過

ごす時間が長いこの時期の需要をよりいっそう盛り上げるために制定されました。（『ハイチュウの日』は、2004年 2月に日本記念

日協会で認定されました。） 

 

東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

https://www.morinaga.co.jp 

 

ハイチュウの日（8月 12日）記念 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  
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＜キャンペーン①＞ハイチュウ フォロー＆リツイートキャンペーン 

（期間：2019年 8月 1日（木）～2019年 9月 2日（月）） 

 

≪キャンペーン概要≫ 

キャンペーン名：ハイチュウ フォロー＆リツイートキャンペーン 

URL     ：https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/campaign/twitter/ 

応募期間   ：2019年 8 月 1日（木）～2019年 9月 2日（月） 

賞品     ：ハイチュウかき氷機 合計 100名様（応募期間：8月 1日～8月 15日） 

ハイチュウタワーキット 合計 50名様（応募期間：8月 16日～9月 2日） 

応募方法   ：応募期間中に、森永製菓 Twitter公式アカウント（＠morinaga_angel）を 

フォローしていただき、対象の投稿をリツイートしていただくことで応募が 

完了します。 

※応募は Twitterから、１日１回ご応募いただけます。 

※応募するアカウントが非公開アカウントの場合は、応募が無効となります。 

※森永製菓 Twitterアカウントのフォローを解除した場合も、応募が無効となりま

す。 

抽選方法   ：その場で抽選結果が分かります。当選者には森永製菓 Twitterアカウントから 

ダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。 

※その他、「当選案内」「賞品発送」「応募規約」等の詳しい情報に関しては、キャンペーンサイトを

ご覧ください。 

 

≪ＷEBムービー情報≫ 

暴走したピューレおばさん（丸山さん）に村上さん唖然！？ 

キャンペーン紹介 WEBムービー「ピューレおばさんのハイチュウクッキング」の『ハイチュウフラッ

ペ篇』『ハイチュウタワー篇』を 8月 1日より WEBサイト限定で公開！ 

※WEBムービーは、8月 1日（木）10時以降、「ハイチュウ」公式サイト、Youtubeでご覧いただけま

す。 

 

ハイチュウ公式サイト 

https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/ 

森永製菓公式 Youtubeチャンネル 

WEBムービー ハイチュウフラッペ篇 15秒 

https://youtu.be/iCpUiKeL44w 

WEBムービー ハイチュウフラッペ篇 60秒 

https://youtu.be/vw5PtOoIfaA 

WEBムービー ハイチュウタワー篇 15秒 

https://youtu.be/0MpuQJBIIqk 

WEBムービー ハイチュウタワー篇 60秒 

https://youtu.be/MFWQY0wPr6k 

 

・タイトル：ピューレおばさんのハイチュウクッキング 

・公開日 ：2019年 8月 1 日(木) 

https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/campaign/twitter/
https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/
https://youtu.be/iCpUiKeL44w
https://youtu.be/vw5PtOoIfaA
https://youtu.be/0MpuQJBIIqk
https://youtu.be/MFWQY0wPr6k
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① ハイチュウフラッペ篇 

「チュウチュウチュウチュウチュウチュウ」と、

開始からテンション高めのピューレおばさん（丸山

さん）といつも通りの村上さんが料理番組風のキッ

チンに登場。2人で「ハイチュウ」でかき氷を作っ

ていきますが、自由過ぎるピューレおばさんの「（腹

筋がプニプニなのに）おばさんの腹筋ぐらいカッチ

カチに凍らせます」「（ボタン押すだけなのに）力仕

事はおばさんには無理だから」などの発言に村上さんは常に困惑気味。最後は完成したかき氷の味を

ピューレおばさんが「まるでイチゴヨーグルトかき氷みたいですね」とコメントすると、村上さんは

すかさず「（わざわざハイチュウで作らなくても普通の）イチゴヨーグルトかき氷でいいんじゃ」と

ツッコミ、終始コントのような料理番組が終了します。 

 

 

 

② ハイチュウタワー篇 

ピューレおばさん（丸山さん）と村上さんが料理

番組風のキッチンに登場。ピューレおばさんが「１

つずつ想いを込めて積み上げていきま～す！」と、

「ハイチュウ」を１つずつ積み上げながらタワーを

作っていきます。「スキ」「キライ」「スキッ」「キラ

イッ」と並べる度に想いが強くなって、なんだか様

子がおかしくなってくるピューレおばさんに村上

さんは困惑。その後もピューレおばさんは「キラーイッッ」と感極まって泣き出したり、「スキィッ

ッ」とハイチュウにキスしたりしながら、何とか最後の１つを積み上げます。 

完成後、想いが強くなり過ぎたピューレおばさんは村上さんに「結婚してください！」とまさかの告

白。ハイチュウタワーに「入刀しましょう！」と強引に迫ってくるピューレおばさんを必死で止める

様子で（無事に？）料理番組が終了します。 
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＜キャンペーン②＞ハイチュウオリジナルグッズプレゼントキャンペーン 

（期間：2019年 8月 1日（木）～2019年 9月 2日（月）） 

 

≪キャンペーン概要≫ 

キャンペーン名 ：ハイチュウオリジナルグッズプレゼントキャンペーン 

URL      ：https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/campaign/2019/ 

応募期間    ：2019年 8月 1日（木）～2019年 9月 2日（月） 23:59まで 

賞品      ：対象商品 2点ご購入で… 

関ジャニ∞音声付き冷蔵庫ボイスアクセサリー「Fridgeezoo」 500名様 

対象商品 1点ご購入で… 

エプロン           700名様 

QUOカード(500円相当)  1,000名様 

応募方法    ：対象商品をお買い上げいただいたレシートを撮影し、 

応募フォームにアクセスしご応募ください。 

対象商品    ：12粒ハイチュウ ＜グレープ＞／12粒ハイチュウ ＜ストロベリー＞／12粒ハイ

チュウ ＜グリーンアップル＞／12粒すッパイチュウ ＜レモン味＞／12粒ハイ

チュウ ＜黄金の桃＞／ハイチュウプレミアム ＜赤ぶどう＞／ハイチュウプレ

ミアム＜ヨーグルト＞／ハイチュウプレミアム ＜2つのメロン＞／40gハイチ

ュウミニ／90gハイチュウミニ／66gハイチュウミニ／94gハイチュウ アソート

／77g塩と果実のハイチュウアソート／地域限定 5本ハイチュウ各種 

レシート有効期間：2019年 7月 30日（火）～2019年 9月 2日（月） 

賞品発送    ：厳正な抽選の上、当選者の方には賞品の発送をもって発表に 

代えさせていただきます。 

※賞品の発送は 2019年 9月中旬頃を予定しておりますが、諸事情により賞品の

発送が遅れる場合がございますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

※抽選結果に関するお問い合わせはお答えいたしかねますので、予めご了承くだ

さい。 

注意事項    ：お一人様何口でもご応募いただけますが、レシート 1枚のご応募につき 

1口とさせていただきます。 

：お一人様何口でもご応募いただけますが、当選は 1回とさせていただきま  

す。 

※その他、詳しい「注意事項」等に関しては、キャンペーンサイトをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/campaign/2019/
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≪TVCM情報≫ 

関ジャニ∞メンバー全員が出演するキャンペーン紹介 TVCM『ハイチュウの日』篇を 8 月 1 日より公

開！ 

※TVCMは、8月 1日（木）10時以降、「ハイチュウ」公式サイト、Youtubeでもご覧いただけます。 

ハイチュウ公式サイト 

https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/ 

森永製菓公式 Youtubeチャンネル 

ハイチュウの日篇 15秒版 

https://youtu.be/zSwhY5YloSQ 

 

・タイトル ：『ハイチュウの日』篇(15秒) 

・放映開始日：2019年 8月 1日(木) 

・放送地域 ：全国 

 

・ストーリー 

エプロン姿の大倉さんがハイチュウタワーを持

ちながら「8月 12日はハイチュウの日やで」と紹介

すると、メンバー全員が「おぉ～！」と感動。 

安田さん、横山さん、錦戸さんは「ハイチュウ」

を順番に食べながら「8月 12日、去年も今年も来年

も予定ないわ～」と嘆き、次に村上さんが「ハイチ

ュウ」を食べようとした時、背景にいきなりピュー

レおばさん（丸山さん）が「一緒にハイチュウ食べよう♪」と言いながら登場。 

村上さんは驚きながらもすかさず「せやな！」とリアクションします。 

 

 

 

【商品概要】 

商品名 ハイチュウ 

 ＜グレープ＞ 

ハイチュウ  

＜ストロベリー＞ 

ハイチュウ  

＜グリーンアップル＞ 

 

 

 

商品画像 

   

種類別 キャンディ 

内容量 12 粒 

参考小売価格 100 円（税別）／108 円（税込） 

発売日 2019年 3月上旬 既発売 

発売地区 全国・全ルート 

ターゲット 未就学児～中高生 

JAN コード 4902888116322 4902888116209 4902888116292 

 

https://www.morinaga.co.jp/hi-chew/
https://youtu.be/zSwhY5YloSQ

