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プロゲーマーも入部しゲームコンテンツを発信！！

「ｉｎゼリー」がゲームを愛する人達とつくる
オンラインコミュニティー、「ｉｎゼリーゲーム部」を開設！
~「ｉｎゼリー」が当たる、部員募集キャンペーン開始～
森永製菓株式会社(本社 : 東京都港区芝、代表取締役社長:太田 栄二郎)は、ゲームを愛する人達とつくるオンラ
インコミュニティー、「ｉｎゼリーゲーム部」を開設いたします。ゲームにまつわるコンテンツの発信やイベントの開催など、さまざ
まな部活動を行っていきます。また、開設を記念して「ｉｎゼリー＜GAME BOOSTER＞」、「ｉｎゼリー エネルギー」、
「ｉｎゼリー エネルギーブドウ糖」を各6個プレゼントする部員募集Twitterキャンペーンを実施します。
1箱(6個入)が50名様に当たる、入部者募集キャンペーンを開始します。

◆背景・目的
・ゲームシーンでのｉｎゼリーの飲用機会の増加
esportsプレイヤーの方々に、ゲーム中や休憩時など「ｉｎゼリー」を飲用いただく機会が多くありました。そういった背景
を踏まえ、これまで、横浜F・マリノスeスポーツチームのサポートや、森永製菓トレーニングラボ(以下トレーニングラボ)を通じ
てesportsプレイヤーへの支援を行ってきました 。また、ゲーム時に適した「ｉｎゼリー」として「ｉｎゼリー〈GAME
BOOSTER〉」を昨年12月に発売し、esportsプレイヤーの方々や、お客様からも高評価をいただきました。
この度ゲームが好きな方に、よりゲームに夢中になって打ち込んでいただくことや、ゲームのパフォーマンスアップのサポートを
目的に「ｉｎゼリーゲーム部」を開設しました。

◆活動内容
・「ｉｎゼリーゲーム部」サイト・YouTubeチャンネルの開設/イベントの実施
「ｉｎゼリーゲーム部」の活動を発信する拠点として、「ｉｎゼリーゲーム部」サイトならびにYouTubeチャンネルを開設し
ます。今後、部員やゲストによるプレイ動画、トレーニングラボ監修のゲーム休憩時・プレイ後のストレッチ・コンディショニング
動画など、様々なコンテンツ、お知らせを発信していきます。また、コミュニティーイベントやオンラインイベントも開催予定です。
URL：https://www.morinaga.co.jp/in/support/labo/gamebu/

・日本最大級のesports専用施設「REDEE」へのトレーニングラボコンテンツの配信
2020年3月に大阪府吹田市「EXPO CITY」内に開業した、日本最大級のesports専用施設「REDEE」で、トレーニ
ングラボ監修のトレーニング動画が8月31日より配信されます。併せて施設内で「ｉｎゼリー」の販売も開始いたします。
URL：https://redee.game/

「ｉｎゼリーゲーム部」 動画イメージ

「REDEE」 エントランス
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◆「ｉｎゼリーゲーム部」メンバー
・「ｉｎゼリーゲーム部」を盛り上げる部員が加入！
「ｉｎゼリーゲーム部」設立にあたって、以前より「ｉｎゼリー」がサポートしていたあぐのむ選手(横浜F・マリノスeスポーツ
チーム)、かずのこ選手(Burning Core)と、DustelBox選手(父ノ背中)が部員として加入します。
「ｉｎゼリーゲーム部」の今後の活動にご期待ください。
ｉｎゼリーゲーム部 部員のご紹介

あぐのむ(横浜F・マリノスeスポーツチーム)
横浜F・マリノスeスポーツチームの結成当初からキャプテンを務める。生活の全てをシャドウバースに
捧げるほど、ゲームへの強い情熱を持つ。爽やかなルックスおよび、深いゲーム知識と分かりやすい
語り口のトークには定評があり、番組出演や公式大会での実況解説を数多く経験している。
今年からは森永製菓サポートアスリートとして、トレーニングラボでトレーナーや管理栄養士の指導
のもと肉体改造中。感銘を受けた書籍は「嫌われる勇気」。
「ｉｎゼリーゲーム部員のあぐのむです！これからｉｎゼリーゲーム部を盛り上げるために活動して
いきます。みんなで一緒に楽しんでいきましょう！」

かずのこ(Burning Core)
格闘ゲーム界の重鎮の一人。Googleで「かずのこ」を検索すると、本家魚卵より上に検索結果
が位置するほどの有名人。世界はもちろんのこと、一部の有名YouTuberにもファンが多い。
幅広いジャンルのゲームにおいてその才覚を表しており、マルチプロゲーマーとしても活動中。
「Burning Core所属 プロ格闘ゲーマーのかずのこです！ｉｎゼリーゲーム部のメンバーに選ば
れて光栄です！ゲームの魅力を伝えられるように頑張りますので、皆さんよろしくお願い致しま
す。」

Dustel BOX(父ノ背中)
FPSタイトル Battlefield 4 にてプロゲーマーとして活躍し、数々の国内大会とアジア大会で優
勝する。その後も様々なゲームタイトルでプロとして己を研鑽し続け、現在はレインボーシックス
シージで活動している。「どんなにゲームを真剣に取り組もうとも、楽しむ気持ちを忘れずに！」

◆「ｉｎゼリーゲーム部」創部記念 部員募集SNSキャンペーン開催！
「ｉｎゼリーゲーム部」創部を記念し、部員募集のSNSキャンペーンを実施します。
「ｉｎゼリーゲーム部」 公式Twitterアカウント(@in_jelly_game)を、フォローするだけで入部できます。
入部いただいた方から抽選で50名様に「ｉｎゼリー＜GAME BOOSTER＞」、「ｉｎゼリー エネルギー」、
「ｉｎゼリー エネルギーブドウ糖」を各6個プレゼントいたします。
・応募期間
2020年8月27日(木)~2020年9月10(木)
・賞品
「ｉｎゼリー＜GAME BOOSTER＞」、「ｉｎゼリー エネルギー」、
「ｉｎゼリー エネルギーブドウ糖」を各6個プレゼント。

「ｉｎゼリー
＜GAME BOOSTER＞」

「ｉｎゼリー エネルギー」

「ｉｎゼリー エネルギーブドウ糖」

・応募方法
「ｉｎゼリーゲーム部」公式Twitterアカウント(@in_jelly_game)をフォローし、
該当の開設記念ツイートをリツイートください。

・当選発表
当選者の方には事務局より個別にDM（ダイレクトメッセージ）でご連絡いたします。
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◆SNSキャンペーン参加にあたってのご留意事項
■キャンペーン参加資格
応募期間中に、この規約に同意され、応募要項に従ってご応募いただいた方。「ｉｎゼリーゲーム部」公式Twitterアカウ
ント@in_jelly_gameをフォローしている方。日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方。
※投稿データに応募者以外の第三者の知的財産権が含まれる場合、必ず投稿前に権利者から投稿データの使用につ
き、許諾を得ていること、及び投稿データが第三者の一切の権利を侵害していないことについて当社に対し表明し、保証す
るものとします。
※当社が出稿する広告・イベント等、その他WEB媒体やFacebookページ等のソーシャルメディアに投稿データを使わせ
ていただく可能性がございます。この場合、投稿いただいた写真については、当社が自由に編集等を行った上で掲載できる
ことをご同意いただいたものとみなします。
■注意事項
キャンペーンについてキャンペーンの内容および賞品は、予告なく変更される場合があります。

■当選について
同一住所への賞品の発送は各キャンペーンにつき1点までとさせていただきます。プレゼント当選のご連絡はTwitterの返
信機能で行い、TwitterのDM（ダイレクトメッセージ）にて詳細をご連絡致します。公式アカウントのフォローを外さないよ
うにお願いいたします。
DMでの当選連絡後、期日までにプレゼント発送先の返信がない場合、当選の権利を無効とさせていただきます。
また、住所・転居先が不明、長期の不在などの理由でお届けできない場合は、当選を取り消させていただく場合がございま
す。
当選者は、本権利を他人に譲渡したり、金銭と交換することはできません。応募内容に虚偽の記載があった場合は、当選
を取り消させていただきます。
キャンペーン期間中や当選のご連絡期間中にアカウント名を変更した場合は、当選を取り消させていただく場合がございま
す。
当選者の方から頂いた個人情報（名前、住所、電話番号等）は、当社が別途定める個人情報保護方針に従い、取り
扱うものとします。
第三者がお客さまの書き込み内容を利用したことによって受けた損害や、お客さまが受けた損害については、一切の保証を
いたしません。
■個人情報の取り扱いについて
お預かりしたお客さまの個人情報は、当選の通知および商品の発送にのみ使用いたします。
■免責事項
キャンペーンは「Twitter」を活用したキャンペーンです。Twitterに関連するアプリケーションの動作環境により発生するキャ
ンペーン運営の中断または中止によって生じるいかなる損害についても、弊社が責任を負うものではありません。
■お問い合わせ
抽選方法や当選落選の確認、賞品についてのお問い合わせは受け付けておりません。
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◆商品概要

商品名

ｉｎゼリー

ｉｎゼリー

エネルギー

マルチビタミン

ｉｎゼリー
マルチビタミン
カロリーゼロ

ｉｎゼリー
マルチミネラル

画像

名称

清涼飲料水（ゼリー飲料）

内容量
発売日

180ｇ
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）
・ビタミンＣ配合

参考小売
価格

JANコード

・12種類のビタミン1日
分を配合

・12種類のビタミン1日
分を配合。
・カロリーゼロ

・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）

200円（税別）/216円（税込）
4902888711114
4902888543890
(ｽﾎﾟｰﾂ・ﾄﾞﾗｯｸﾞ)

4902888724558

4902888727528

4902888724701
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◆商品概要

商品名

ｉｎゼリー

ｉｎゼリー

ｉｎゼリー

ｉｎゼリー

プロテイン

エネルギー ブドウ糖

エネルギーストロング

プロテイン15000

画像

清涼飲料水（ゼリー飲料）

名称

150g

180ｇ

内容量
発売日

既発売

販売ルート

全国・全ルート

セブンーイレブン限定

CVS・駅売店、
スポーツ店

風味

ヨーグルト味

ラムネ味

栄養ドリンク味

CVS・駅売店、
ドラッグストア、スポーツ
店
パインヨーグルト味

カロリー

90Kcal

128Kcal

180Kcal

112Kcal

品質

・ホエイペプチド5,000mg
配合
・クエン酸1,000mg配合

・ブドウ糖30gを配合
・1食分以上のビタミン
B1を配合
※栄養素等表示基準
値2015を目安にしてい
ます

アミノ酸1600mg、クエン酸
1200mg、ローヤルゼリー
200mg、を配合

ｉｎゼリープロテインより
小容量で、タンパク質
15g
（ホエイペプチド
9,000mg、コラーゲンペ
プチド6,000mg）
・ビタミンB群配合

参考小売
価格

200円（税別）
/216円（税込）

200円（税別）
/216円（税込）

250円（税別）
/270円（税込）

280円（税別）
/303円（税込）

JANコード

4902888723957

4902888728808

4902888728297

4902888729553

５

◆商品概要

商品名

ｉｎゼリー
GAME BOOSTER

画像

名称

清涼飲料水（ゼリー飲料）

内容量
発売日

180ｇ
既発売

販売ルート

Amazon限定

風味

ブルーベリー味

カロリー

180Kcal

品質

・ビタミンA、GABAを配合
・効率的なエネルギー補給
に

参考小売
価格

250円（税別）
/270円（税込）

JANコード

4902888729287
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