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2021年 10月 1日 

 

 

噺家
はなしか

に扮した A.B.C-Z が三遊亭円楽さんと大喜利に挑戦！ 

スペシャルムービー 『アイス 噺家
はなしか

Ｚ
ず

 篇』 １０月４日（月）より公開 

六代目三遊亭円楽一門監修の人工知能師匠“三遊亭 A I
エーアイ

太郎”があなたの回答を採点！？ 

A.B.C-Z も参加する「板チョコアイス大喜利」Twitter キャンペーンも同時開催！ 

 

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、「板チョコアイス」と日本の伝

統芸能「落語」がコラボレーションした「板チョコアイス大喜利」キャンペーンを、10月 4日（月）より

開始いたします。それに伴い、A.B.C-Z と三遊亭円楽さんが出演する WEB 動画『アイス 噺家
はなしか

Ｚ
ず

篇』を、

キャンペーン特設ホームページおよび森永製菓公式 SNSで公開いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のキャンペーンでは、ここ数年ドラマやコミックなどで題材にされた日本が誇る伝統芸能で、最近

では若い世代にも人気の「落語」と「大喜利」がコラボレーションします。 

WEB 動画『アイス噺家Ｚ篇』では、A.B.C-Zが 噺家
はなしか

に扮し、A.B.C-Zのメンバーを導く落語の師匠役と

して三遊亭円楽さんが登場します。古典落語の名作「まんじゅうこわい」を下敷きに、なぜか「板チョコ

アイスが怖い」という塚田さんの不思議な言動を巡って、現実と仮想の世界が目まぐるしく交錯する創作

小噺
こばなし

を通じて、「板チョコアイス」の魅力と本キャンペーンの世界観を訴求していきます。 

また、Twitterでのキャンペーンとして、六代目三遊亭円楽一門が監修した人工知能師匠“三遊亭 AI太

郎”が参加者の回答を判定する「板チョコアイス大喜利」を 10月 4日（月）より開始いたします。 

 

 

 

「板チョコアイス」と“落語”がコラボした「板チョコアイス大喜利」キャンペーンが開幕 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

https://www.morinaga.co.jp 
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■ＷＥＢ動画概要 

タイトル ：『アイス 噺家
はなしか

Ｚ
ず

篇』  

公開日時 ： 2021年 10月 4日(月) 11時予定     

動画 URL ： https://www.youtube.com/watch?v=iWgQU8_DEMI 

キャンペーンサイトアドレス：https://www.morinaga.co.jp/ice/itachoco/ogiri/ 

 

■ストーリー 

高座で 小噺
こばなし

を披露する円楽師匠。「あるところに一組のアイドルがおりまして…」と切り出すと、お話

の世界に切り替わり、A.B.C-Zの楽屋の様子が映し出されます。河合さんたちが「今年も『板チョコアイ

ス』の CM が決まった！」と大喜びしていると、突然叫び声を上げ、「こわいんだ、「板チョコアイス」が

…」と一人だけブルブル怯え出した塚田さん。「食べた時のパキっとした音」も「ベルギー産のチョコ」

も「こわい」と、不思議な言葉を並べ立てる姿を見て、4人はけげんそうな表情を浮かべるも、「怖い板チ

ョコアイスってどんなやつ？」という橋本さんの発言をきっかけに、メンバー同士でワイワイ大喜利が始

まります。と、そこへいつの間にか円楽師匠が乱入。パチンと指を鳴らすと、舞台が大喜利空間へと切り

替わり、円楽師匠司会のもと、噺家
はなしか

に扮した A.B.C-Z のメンバーによる「板チョコアイス大喜利」が幕

を開けます。 

「こんな『板チョコアイス』は嫌だ」「『板チョコアイス』の新しい食べ方 いったいそれは？」というお

題に、戸塚さん、五関さんらが次々と応じますが、円楽師匠の評価はなかなか厳しく、ダメ出しされてば

かり。そうしてメンバーがあれこれ答えている最中も、相変わらず塚田さんは「『板チョコアイス』こわ

いよ～」と耳をふさいでいます。CMキャラクターに選ばれたにもかかわらず、なぜか「板チョコアイス」

に拒否反応を示す塚田さん。このままでは CM 撮影ができないと判断したメンバーたちが最終的に取った

行動と、それに対して塚田さんが見せた意外なリアクションとは果たして……！？ 

 

■撮影現場レポート 

◇A.B.C-Zのメンバーが全員ノリノリで臨んだ大喜利のシーン 

円楽師匠から出されたお題に、噺家
はなしか

に扮した A.B.C-Z のメンバーが答える大喜利のシーン。ここでは

司会役の円楽師匠が発した「滑ってるよ」「ピントが合ってない」「天狗だね」「まだまだひよっこ」とい

う言葉が次々と現実になって、実際にメンバーの身に降りかかるという演出がポイントです。本番中はそ

の場の状況に応じて、アイドルらしいクールなポージングや、バラエティー番組などで磨かれたコミカル

なリアクションを次々と披露していた A.B.C-Zのメンバー。時には笑あり、拍手喝采ありと、現場は大い

に盛り上がりました。そして、メンバーそれぞれの魅力を存分に引き出し、時には厳しく、時にはユーモ

アを交えながら、絶妙の間合いでフォローしていた円楽師匠。生き生きとした表情で大喜利を楽しむメン

バーに、やさしく温かい眼差しを向け、微笑みながら見守る姿がとても印象的でした。 

 

 

WEB動画『アイス噺家Ｚ篇』 
はなしか ず 
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◇円楽師匠が A.B.C-Zに足が痺れにくい正座のコツを伝授 

A.B.C-Zの皆さんが「板チョコアイスとかけて何と解く」という謎掛けに挑むシーン。椅子に腰掛けて

いた前半の大喜利の時と違って、この場面は終始、全員が座布団に正座したまま答えるスタイルで撮影し

ました。日常生活であまり正座をすることがないというメンバーは、円楽師匠が実はその直前、自身が単

独出演するシーンの撮影で、1 時間以上も正座しっぱなしだったと聞き、「えーっ！？」と驚愕の表情を

浮かべました。そこで円楽師匠がメンバーに対して、自らも普段の高座などでさりげなく実践していると

いう、足が痺れにくい方法を伝授。その甲斐あって、謎掛け中はメンバーから一人も脱落者（？）を出す

ことなく、最後までスムーズに進行しました。 

◇思いがけない NG 連発で和やかムードの謎掛けを演出！？ 

落語界の大師匠の前での謎掛けということで、A.B.C-Zのメンバーにもかなり緊張の様子が見られた本

番前。ところが、「板チョコアイス～」というセリフを、円楽師匠が「イタコチョアイス」と言い間違え

てしまい、まさかの NGを連発。どうやら円楽師匠の頭の中には、昭和の大ヒット歌謡曲『潮来花嫁さん』

のフレーズが染みついていたらしく、「♪潮来の花嫁さん～っと、なんかスイッチ入っちゃったなぁ」と

苦笑いを浮かべました。思いがけない展開で現場の空気が和み、少しだけ肩の力が抜けたメンバー。円楽

師匠も再び本番モードに切り替えると、それ以降は抜群のリーダーシップを発揮し、回答役の塚田さんを

はじめとするメンバーたちとの息の合った掛け合いで、OKテイクを連発していました。 

 

■ A.B.C-Zインタビュー 

――撮影の感想をお聞かせください。 

【河合さん】：塚ちゃんだけでしょ、3年連続で「板チョコアイス」の動画に出るのは。 

【塚田さん】：そうだね。第 1弾がお芝居のアイスアクター、第 2 弾がアイスサスペンス。そして、

今回が大喜利だったんですけど、すごく明るく楽しい内容で、男女問わず世代も関係なく、たくさん

の方々に見ていただきたいと思います。 

 

――大喜利のシーンはいかがでしたか？ 

【河合さん】：まず、円楽師匠の前で大喜利をするっていうね。 

【五関さん】：緊張するよね。 

【河合さん】：ものすごいプレッシャーの中で。 

【橋本さん】：果たして大喜利なのかという不安は、ちょっとありますけど。 

【河合さん】：そうだよね。本場の方に聞いていただくと。でも、精一杯やらせていただきました。 

 

――動画の見どころは？ 

【戸塚さん】：やっぱり塚田さんですね。「板チョコアイス」のことを、ずーっと怖がってるんですよ。 

【河合さん】：怖がってたねぇ。 

【戸塚さん】：3年連続で出ている塚田くんが、そんなに怖がるのは何でだろうって。 

【河合さん】：一番好きなはずなのにね。 

【塚田さん】：そう。それほど向き合って、一周しちゃったんだよ。俺にこの役が務まるのかって。 

【河合さん】：はいはいはい。 

【戸塚さん】：いやもう、見事でしたね。 

【河合さん】：迫真の演技。 

【戸塚さん】：日本アカデミーの主演男優賞にノミネートされる演技でしたよ。 
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【五関さん】：怖がる役で。 

【塚田さん】：狙いたいですね（笑）。 

 

――円楽師匠との共演はいかがでしたか？ 

現場の雰囲気や印象に残っているエピソードがありましたらお聞かせください。 

【五関さん】：塚田が円楽師匠に、「いつも何時間ぐらい正座されるんですか？」とお聞きしていて。 

【河合さん】：撮影の合間にね。 

【五関さん】：僕らはあまり正座する機会がないので、結構早い段階で足がしびれちゃったんですよ。 

【河合さん】：たしかに。 

【五関さん】：なので、ごまかす方法を伺ったら、「実は僕たちも何か喋りながら、いろいろ体勢を整

えたりしてやってるんだよ」と。そのエピソードが印象的でした。 

【河合さん】：びっくりしました。長い時で、1時間ぐらい正座しているとのか。 

【塚田さん】：お話に集中していて、足の痛みなんて吹き飛んじゃうみたいなんですよね。 

【河合さん】：でも、最後終わって、後ろにはけていく時の段差はすごい気をつけていると仰ってい

ました。そこでみんな転んじゃいそうになるからって。その裏話を聞けました。 

 

――「チョコたっぷり」が魅力の「板チョコアイス」ですが、 

皆さんが堪能したい、または体験したい「○○たっぷり」がありましたらお聞かせください。 

【河合さん】：僕はもう、たっぷりジャニーズに浸かりたいですね。今はカウントダウンライブとか

も、みんなで集合できないんですよ。以前は、ステージ裏の衣装を着替える場所が、ジャニーズのタ

レントさんで溢れかえるんですよ。そこを、自分が出番じゃない時にうろうろするのが好きで。 

 

――そういった場所で皆さんのことをいろいろ観察されてるんですね。 

【河合さん】：そうなんですよ。昨年はできなかったので、今年こそはたっぷりジャニーズを味わい

たいですよね。 

 

――そこでいろんなネタを仕入れると。 

【河合さん】：ネタって言わないでください（笑）。 

【五関さん】：いやもう、ネタだろう。 

【河合さん】：ネタじゃない。エピソードトーク。 

【塚田さん】：ちょっとイジってるところもあるもんね。 

【河合さん】：イジってない。 

【五関さん】：たぶん先輩も離れていくよ。 

【河合さん】：俺の周りから？ でも、ネタじゃないですから。かっこいいんです、皆さん。 

【塚田さん】：僕は体のこととか気をつけていて、多少食事制限もしているんですけど、そういうの

を取っ払って、「板チョコアイス」を朝から晩まで食べたいので、「板チョコアイス」たっぷりですね。

でも、食べ過ぎはよくないです。 

【戸塚さん】：何でもそうですよね。いいものでも、摂取しすぎると良くないですから。 

【塚田さん】：ちょっと 1回目やってみたいなって。もう本当に好きなものしか食べない、みたいな。 

【河合さん】：撮影の合間に、はっしーと話していたんですけど、「板チョコアイス」はチョコとバニ

ラの割合が一番バランスいいよね。 

【橋本さん】：いろんなチョコバニラアイスの中でも、「板チョコアイス」って本当にトップレベルの
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美味しさだと思うんですよ。この箱を見た瞬間に早く口に入れたいなっていうのがありましたね。 

【塚田さん】：食べたくなっちゃうよね、見てると。 

【戸塚さん】：ちょっと僕も 1個、夢語っていいですか？ これの、逆バージョンも食べてみたい。 

【河合さん】：ああ！ 

【戸塚さん】：中がチョコで、外がバニラアイスでコーティングされてる。外側は白なんだけど、食

べたら内側がチョコ、みたいな。 

【河合さん】：ああ、逆。「逆板チョコアイス」ね。 

【戸塚さん】：「逆板チョコアイス」。どうですか、これ。ちょっと食べてみたいなと思います。 

【橋本さん】：ありなののかなぁ。 

【河合さん】：また違うんじゃない。後からチョコの味が来るんじゃない。 

【戸塚さん】：チョコの方が多くなるんですよ、だから。 

【河合さん】：そういうことだよね。いいなぁ、それ食べてみたいな。 

 

――A.B.C-Zの皆さんが新しいことにチャレンジする姿が話題となる「板チョコアイス」WEB動画で

すが、今後挑戦してみたいことは？ 

【五関さん】：今回の動画で、実は僕、一瞬だけひよこになるんですよ。なので、次回は、全員何か

しら動物になるというのはどうですか？ 

【河合さん】：アニマル？ じゃあ、あれ伏線なの？  

【五関さん】：伏線。実は。 

 

――次回の作品で、なぜひよこだったのか、伏線が回収されるわけですね。 

【五関さん】：そういうことです。 

【河合さん】：じゃあ、もうみんな動物スタートとか？ 

【五関さん】：そうです。僕は鶏です。 

【河合さん】：大丈夫かな。 

【五関さん】：大人の鶏。 

【河合さん】：大人になってるんだ。 

 

――その他に、何かチャレンジしたいものはありますか？ 

【塚田さん】：折り紙ですね。 

【戸塚さん】：その心は？ 

【塚田さん】：やっぱ折り紙折れると、手先が器用みたいな感じじゃないですか。あと、この「板チ

ョコアイス」の箱とかで、何か「板チョコアイス」アートみたいなのも面白そうじゃないですか。 

【戸塚さん】：おいおい、プラン変わったな（笑）。 

【河合さん】：折り紙、関係ねー。 

【塚田さん】：なんかアートにして、恐竜や飛行機を作ったりとか、できるのかなと思って。そうい

う技術があればの話ですけど。 

【河合さん】：皆さん、お気づきですか？ 塚田さんが全部、「板チョコアイス」を絡めて回答してい

ることに。でも、絡めてはいるんですけど、話が全く絡み合ってないんですよね。全部無理やり。折

り紙のくだり、何だったの？（笑） 

【塚田さん】：折り紙、良くない？ 
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WEB 動画の中でご紹介した「板チョコアイス大喜利」は、キャンペーン特設ホームページでお楽しみ

いただけます。参加者が、画面に表示された「板チョコアイス」にまつわるお題（例：「こんな「板チョ

コアイス」は嫌だ！」）に回答すると、六代目三遊亭円楽一門が監修した人工知能師匠“三遊亭 AI太郎”

が判定。結果に応じて生成されたシェア画面を、公式アカウントをフォローの上、シェアすると抽選で

Amazon ギフト券が当たります。 

 

 

 

 

 

 

・応募期間：2021年 10月 4日（月）～2021年 12月 24日（金） 

・賞  品：Amazonギフト券（1,000円分） 抽選で 100名様 

・応募方法：①森永アイス公式 Twitterアカウント（＠Morinagaice）をフォロー 

②期間内に大喜利採点結果をシェア、またはハッシュタグ「#板チョコアイス大喜利」と

「#板チョコアイス」をつけて投稿 

詳細はキャンペーン特設ホームページをご覧ください。 

https://www.morinaga.co.jp/ice/itachoco/ogiri/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「板チョコアイス大喜利キャンペーン」概要 

https://www.morinaga.co.jp/ice/itachoco/ogiri/
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商品名 板チョコアイス 

画像 

 

種類別 アイスミルク 

内容量 70ml 

発売日 10月 4日 

販売ルート 全国・全ルート 

カロリー 288Kcal 

品質 パキッと分厚いチョコを思いっきり味わえる、板チョコ型のアイス 

参考小売価格 140円（税別）/151円（税込） 

JAN コード 4902888349249 

商品概要 


