
 

 

 

 

 

2021 年 4 月 6 日 

 

～「食」を通じて生きる力を、世界一の「絵」で人に夢を～ 

「ｉｎゼリー」×アーティスト田村大 コラボレーション始動 

第1弾：怪我を乗り越え挑戦を続ける錦織圭選手を応援するイラストを公開 
 

 

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、「先進的な『ノウハウ・食』の提供を通じて、1

人1人がなりたい自分に向かって前に進むエネルギーを届けたい」という思いでブランドを展開してきた「ｉｎゼリー」ブランドと、アスリ

ートを中心とした絵の力で人に夢を提供してきたアーティスト田村大さんとのコラボレーションを始動いたします。 

このコラボレーションは、「ｉｎゼリー」と田村さんの「前に進む人を応援したい」という共通した思いがきっかけで実現しました。 

第1弾として、森永製菓がサポートしているアスリートで、怪我を乗り越えて挑戦を続けるプロテニスプレイヤー錦織圭選手を壮大

に描いていただきました。躍動感のあるバックハンドを打つ瞬間と、躍動する原動力となる「ｉｎゼリー」が描かれています。 

田村さんには「ｉｎゼリーオフィシャルアーティスト」として、今後も森永製菓がサポートしているアスリートを応援するイラストを制

作いただく予定です。「食」と「絵」のコラボレーションにご期待ください。 

 

  

 

 

 

■イラストは「ｉｎゼリー」公式 SNS で発信いたします。 

「ｉｎゼリー公式」Twitter  https://twitter.com/in_jelly_ 

「ｉｎゼリー公式」Instagram  https://www.instagram.com/in_jelly_/ 

「ｉｎゼリー公式 Facebook  https://www.facebook.com/morinaga.injelly/  

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

http://www.morinaga.co.jp 



 

■田村大さん プロフィール 
 

2016 年に似顔絵の世界大会である ISCA カリカチュア世界大会において総合優

勝した後に独立。独立後はバスケットボール (NBA) を中心としたイラスト制作を中

心に活動。躍動感あふれるスタイルを最も得意とし、シャキール・オニールやステフィ

ン・カリーなどの著名な NBA 選手からも高い評価を受ける。 

その他、渡邊雄太の観戦のためメンフィス渡航、時には NBA からの密着取材を受け 

ESPN にも出演。また、世界最大級のスニーカーイベント「 SneakerCon 」に招

待されライブペイントを行ったり、NIKE のジョーダンブランドとのオフィシャルコラボレー

ションを行うなど、バスケットボール分野での実績を多数保持している。 

2019 年からは NBA だけでなく、日本のプロスポーツチームとのコラボレーションも活

発に行っており、プロ野球では読売ジャイアンツ、福岡ソフトバンクホークスとのコラボグ

ッズ販売や、プロバスケットボールリーグ「 B.LEAGUE 」の千葉ジェッツの 2020-

21 年シーズンのメインビジュアルも担当している。 

また、バスケットボールに留まらず、野球、サッカー、テニスなどのイラスト制作にも 着手。ロジャー・フェデラー選手のツアー100 勝達

成時には公式サイトに記念イラストが掲載されるなど、スポーツ全般へと活動の幅を 広げ、「世界を代表するアーティストになる」と

いう夢に向かい着実に前進を続けている。 

 

 

 

 

 

 

■商品概要 
 

商品名 ｉｎゼリー エネルギー ｉｎゼリー マルチビタミン 
ｉｎゼリー マルチビタミン 

カロリーゼロ 

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 

カロリー 180kcal 90kcal 0kcal 

品質 

･ビタミン C を配合 

･180kcal でおにぎり 

およそ 1 個分 

･1 日分のビタミン 12 種類配合お

いしく小腹が満たせる 

ゼリー飲料 

･1 日分のビタミン 12 種類配合 

･カロリーは摂らずに、おいしく小腹

が満たせるゼリー飲料 

･カロリーゼロ 

参考小売価格 200 円（税別）/216 円（税込） 

JAN コード 4902888711114 4902888724558 4902888727528 



商品名 ｉｎゼリー マルチミネラル ｉｎゼリー プロテイン ｉｎゼリー プロテイン 15000 

画像 

    

名称 清涼飲料水（ゼリー飲料） 

内容量 180g 180g 150g 

発売日 2021 年 3 月下旬 既発売 

販売ルート 全国・全ルート 全国/CVS・駅売店・スポーツチャネル 

風味 グレープ味 ヨーグルト味 パインヨーグルト味 

カロリー 90kcal 112cal 

品質 

･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） 

プロテインの働きを強める E ルチン配合（森永製菓特許) 

タンパク質の分子を小さくし吸収し

やすくしたペプチドで配合 

･ホエイペプチド 5,000mg 配合 

･クエン酸 1,000mg 配合 

タンパク質を、分子を小さく吸収しやす

くしたペプチドで配合 

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） 280 円（税別）/302 円（税込） 

JAN コード 4902888724701 4902888723957 4902888729553 

商品名 ｉｎゼリー ローヤルゼリーゴールド ｉｎゼリー エネルギー ブドウ糖 ｉｎゼリー GAMEBOOSTER 

画像 

   

 

 

名称 清涼飲料水（ゼリー飲料） 

内容量 180g 180g 150g 

発売日 2021 年 3 月 23 日 既発売 既発売 

販売ルート 
全国/ドラッグストア・スポーツチャネ

ル 
全国/全ルート Amazon.co.jp 限定 

風味 栄養ドリンク味 ラムネ味 ブルーベリー味 

カロリー 180kcal 128kcal 150kcal 

品質 

･アルギニン 500mg、BCAA（バリ

ン 150mg、ロイシン 300mg、イ

ソロイシン 150mg）、ローヤルゼリ

ー200mg、クエン酸 1,200mg

配合 

・ブドウ糖 30g を配合 

・1 食分以上のビタミン B1 を 

配合 

・アミノ酸の一つである GABA、ビ

タミン A、3 種の糖類（果糖・ブ

ドウ糖・デキストリン）を配合。 

参考小売価格 
250 円（税別）/270 円（税

込） 

200 円（税別）/216 円

（税込） 

220 円（税別）/238 円（税

込） 

JAN コード 4902888730832 4902888728808 4902888730566 

    

    



商品名 
ｉｎゼリー フルーツ食感 

＜もも＞ 

ｉｎゼリー フルーツ食感 

＜マンゴー＞ 

画像 

  

 

名称 １０％もも果汁入り飲料（ゼリー飲料） 清涼飲料水（ゼリー飲料） 

内容量 150g 150g 

発売日 2021 年 3 月 30 日 2021 年 3 月 30 日 

販売ルート 全国/CVS・駅売店 全国/CVS・駅売店 

風味 もも味 マンゴー味 

カロリー 85kcal 84kcal 

品質 
・まるで果物な食感と甘さ 

・食物繊維５ｇ配合 

・まるで果物な食感と甘さ 

・食物繊維５ｇ配合 

参考小売価格 200 円（税別）/216 円（税込） 200 円（税別）/216 円（税込） 

JAN コード 4902888730870 4902888730887 

 

 

 

 

 

 

 

 


