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2021 年 6 月 24 日 

 
 

森永製菓 「ｉｎゼリー」 は 
 

東海大学駅伝チームと 

ユニフォームへのロゴ掲出契約を締結  
学生三大駅伝優勝に向けてサポート強化 

 

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）及び、ゼリー飲料のトップブラン

ド「ｉｎゼリー」は、東海大学の駅伝チームとユニフォームへの当社ロゴ掲出契約を締結し、同チームの活

動支援を6月 24日より強化します。  

「ｉｎゼリー」は、プロテニスプレーヤーの錦織圭選手をはじめ世界で戦う数多くのトップアスリートのパフ

ォーマンスを、トレーニングやコンディショニング、商品を通じてサポートしてきました。  

東海大学の陸上競技部は昨年創部 60周年を迎える日本陸上競技界の古豪であり、伝統ある新春の

学生駅伝には48回出場（連続出場記録 40回）を誇り、2019年には初となる総合優勝を果たしました。両

角監督の下、「自覚と責任」というスローガンを掲げ日本のトップを目指し、さらには世界へ挑んでいます。

「ｉｎゼリー」はその姿勢に共感し、2018年頃から東海大学の駅伝チームに「ｉｎゼリー  エネルギー」「ｉｎゼリ

ープロテイン」などの商品提供を通して、活動支援を行ってきました。  

森永製菓の「ｉｎゼリー」は今回のユニフォームへのロゴ掲出契約を契機とし、費用面や設備面などへ

のサポートを強化し、東海大学駅伝チームの更なる活躍を強くバックアップしてまいります。 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

https://www.morinaga.co.jp 
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【東海大学陸上競技部について】 

1960 年に同好会として発足し、2020 年に創部 60 周年を迎えた名門。これまでに、各ブロックから世界大会に数多く

の日本代表選手を輩出している。中長距離ブロックは、出雲駅伝で 2005〜07 年の 3 連覇を含む優勝４回、全日本大学

駅伝で優勝２回を誇り、新春の学生駅伝では 2019 年に総合初優勝を飾っている。現在は両角速氏が駅伝監督を務め、

学生三大駅伝では常に上位を争っており、学生駅伝界屈指の強豪校として知られている。 

 

【具体的なサポート内容】 

・「ｉｎゼリー」 、「ｉｎバープロテイン」、「ウイダープロテイン」等、 

スポーツサプリメントを年間通じて提供 

・練習場と寮へｉｎゼリー専用の冷蔵庫を設置 

   

■森永製菓 健康マーケティング部 ゼリーカテゴリーマネジャー 榎本浩二 コメント 

「2018年より一緒に取り組んできた東海大学様の、伝統あるユニフォームに、この度「ｉｎゼリー」ロゴが掲出され、大変

光栄に思います。全力で戦う選手たちの、後押しをしたいと考えています。 

加えて、いつでも手軽に栄養を摂取できるよう、練習場・寮に「ｉｎゼリー」専用冷蔵庫を設置することで、環境面でのサポ

ートの充実を図りました。東海大学駅伝チーム様のご活躍を、期待しています。」 

 

■東海大学 中長距離駅伝 監督 両角速様 コメント 

「チームが「ｉｎゼリー」を活用するようになって 4～5 年になりますが、森永製菓さんにより一層厚いご支援をいただけるこ

とをありがたく思います。この契約はゴールではなく出発だと思っていますので、お互いにメリットのある中で、いろいろな

ことを展開していければなと思っております。」 

 

■東海大学 駅伝チーム 主将 本間敬大様 コメント 

「レースや日々の練習などで森永製菓さんの「ｉｎゼリー」を活用しています。引き続き、「ｉｎゼリー」などをうまく活用しなが

ら目標である学生三大駅伝 3 位以内を達成できるように頑張っていきたいと思います。サポートしていただくことで、より
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よい環境で競技に取り組め、コンディショニングにも役立っているので、感謝の気持ちを体現できるようなレースをしてい

きたいです。」 

 

■設置冷蔵庫イメージ 

・東海大学 平塚キャンパス 陸上競技場内に設置予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

■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） 

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  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） 280 円（税別） 

JAN コード 4902888724701 4902888723957 4902888729553 
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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 既発売 

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） 200 円（税別） 

JAN コード 4902888730870 4902888730887 

 

 

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 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） 200 円（税別） 220 円（税別） 

JAN コード 4902888730832 4902888728808 4902888730566 

 


