
 

 

 2021年 1０月２８日 

「チョコボール」と「おっとっと」で 
リアルな宇宙・深海・恐竜の世界を体験しよう！ 

～「惑星っぽいチョコボール＜火星風チョコビス＞」１１月２日（火）新発売～ 
 

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「チョコボール」、「おっとっと」と『学研

の図鑑ＬＩＶＥ』（発行：株式会社学研プラス）とコラボレーションし、11月2日（火）より「チョコボール」からは「惑

星っぽいチョコボール＜火星風チョコビス＞」を新発売する他、「おっとっと」では菓子型に深海生物・魚のなか

まや恐竜・古生物のなかまが登場します。 

 

■「惑星っぽいチョコボール＜火星風チョコビス＞」１１月２日（火）新発売 

「チョコボール」は 1967 年に発売以来、お子様から大人まで幅広い年代にご愛顧いた

だいている商品です。この度の「惑星っぽいチョコボール＜火星風チョコビス＞」では、『学

研の図鑑LIVE』シリーズの中でも人気の「宇宙」とコラボし、ココアビスケットを橙色のまだ

ら模様のついたミルク風味チョコでコーティングした見た目が火星っぽい「チョコボール」

に仕立てました。 

 

■「おっとっと」の菓子型に深海生物や恐竜が登場！ 

「おっとっと」は 1982年に発売し、ノンフライ製法で仕上げた、中空の軽い食感と繊細な菓子型が特長のス

ナック菓子です。第 4 弾となる今回のコラボでは『学研の図鑑ＬＩＶＥ』に合わせたデザインパッケージと全 33

種類の菓子型（「おっとっと＜うすしお味＞」は深海生物など 17種類、「ベジタブルおっとっと＜コンソメ味＞」

は恐竜など 16種類）をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

■ARコンテンツではリアルな宇宙・深海・恐竜を体験他、星の命名権があたるキャンペーンも実施！ 

専用アプリをダウンロードして、「チョコボール」「おっとっと」のそれぞれの商品パッケージ（「おっとっと」は

パッケージに加刷されているARマーク）にスマホをかざすと、宇宙をテーマにした惑星やロケット、深海生物、

恐竜が３DCGとして現れ、リアルな宇宙・深海・恐竜の世界を体験ができる仕様となっています。 

 

おうち時間を親子やお友達とともに学び、お楽しみいただける「チョコボール」「おっとっと」で市場を盛り上

げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

『学研の図鑑 LIVE』とのコラボの第 4弾！ 

東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

https://www.morinaga.co.jp 
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  

 

▲惑星っぽいチョコボール 

＜火星風チョコビス＞」 

◀おっとっと 

のコラボ菓子型 17種類 

◀ベジタブルおっとっと 

のコラボ菓子型 16種類 

▲『学研の▲『学研の図鑑ＬＩＶＥ』とのコラボ商品の一部「チョコボール」「おっとっと」「ベジタブルおっとっと」 



■ARコンテンツ、星の命名権があたるキャンペーンについて 

詳細は特設ページをご覧ください（https://www.morinaga.co.jp/chocoball-ottotto-gakken.campaign/） 

 

◇「チョコボール」「おっとっと」「ベジタブルおっとっと」パッケージでの『学研の図鑑ＬＩＶＥ』の AR の

楽しみ方 

「チョコボール」は“宇宙・惑星”をテーマに、ロケットや惑星等（全５種類）が登場します。「おっとっと」では、

“深海・恐竜”をテーマに、＜うすしお味＞は深海生物など（全5種類）、「ベジタブルおっとっと」では恐竜など

（全４種類）が出現します。3DCG でリアルな宇宙・深海・

恐竜を学び、体験を楽しめます。 

１） 「App Store」または「Google Play」から無料の ARアプ

リ「ARAPPLI」をダウンロード。 

２） 「ARAPPLI」を起動し、チョコボールは商品パッケージ正面

のキョロちゃんに、おっとっとは商品パッケージに記載の

「ARマーカー」にスマートフォンをかざす。 

３） スキャンが成功すると、ARが出現し ARコンテンツと写真や動画を撮影することができます。また、一度ダウンロード

した ARコンテンツは、アプリ内のコレクションから閲覧可能です。 

 

 

◇スタンプラリー、星の命名権があたるキャンペーンについて 

対象商品の「チョコボール」「おっとっと」各 1 種類、計 2 商品のパッケージ（「おっとっと」はパッケージに加

刷されている AR マーク）を読み取ると、本キャンペーンオリジナルの宇宙・恐竜の世界を３６０°仮想体験でき

る異世界ワープ AR で遊べます。さらに、対象商品８商品すべてのパッケージ（「おっとっと」はパッケージに加

刷されている ARマーク）を読み取り、応募していただいた方から抽選で１０名様に星の命名権が当たります。 

※対象商品 

    チョコボール＜ピーナッツ＞＜キャラメル＞＜いちご＞・惑星っぽいチョコボール＜火星風チョコビス＞ 

    おっとっと＜うすしお味＞箱・ベジタブルおっとっと＜コンソメ味＞箱 

 

 

 

 

 

 

 

■『学研の図鑑ＬＩＶＥ』について 

「本物。だから、夢中になる。」をコンセプトに、株式会社学研プラスが発行する本格図鑑シリーズ（既 2３

巻）。３歳からずっと使えて学びに役立つ学習図鑑です。 

①実物大、ハイクオリティーな写真 

②BBC（英国放送協会）などが製作した大迫力のDVDつき 

③スマホで楽しめる 3DARや動画 

という、多彩なアプローチで「本物の姿」を伝えます。 

https://www.morinaga.co.jp/chocoball-ottotto-gakken.campaign/


■「チョコボール」商品概要 

 

商品名 NEW    惑星っぽいチョコボール＜火星風チョコビス＞ 

商品画像 

 

商品特長 

・『学研の図鑑 LIVE』シリーズの中でも人気の「宇宙」とコラボ。 

・ココアビスケットを橙色のまだら模様のついたミルク風味チョコでコーティングした火星っぽい見た目のチョコボールです。 

・パッケージは「宇宙」をテーマに地球と火星と宇宙飛行士キョロちゃんにてワクワク感を演出しています。 

・パッケージの正面のキョロちゃんにスマホをかざすとリアルな宇宙体験をお楽しみいただけます。（地球と火星の 2 種類の３

DCG が楽しめます。） 

名称 準チョコレート 

発売日 2021 年 11 月 2日（火）～ 

発売地区 全国・全ルート 

内容量 21ｇ 

ターゲット 未就学児から中学生とその親世代 

参考小売価格 80 円（税別）／86 円（税込） 

ＪＡＮコード 4902888251467 

商品名 チョコボール＜ピーナッツ＞ チョコボール＜キャラメル＞ チョコボール＜いちご＞ 

商品画像 

   

商品特長 

・パッケージの正面のキョロちゃんにスマホをかざすとリアルな宇宙体験をお楽しみいただけます。 

・風味際立つピーナッツをクリスプ層で包

み、チョコレートをコーティングしたチョコボー

ル。 

・しっかりとしたチョコ感により 1粒でも満足

できる味わいです。 

・ロケットの３DCG が楽しめます。 

・まろやかでコクのあるキャラメルを、チ

ョコレートでコーティングしたチョコボー

ル。 

・キャラメルの味わいと食感が楽しめる

味わいです。 

・月の３DCG が楽しめます。 

・さっくりパフ入りチョコをいちごチョコでコ

ーティングしたチョコボール。 

・コーティングのいちごチョコにはつぶつ

ぶ苺入りで、見た目のかわいさも楽し

めます。 

・土星の３DCG が楽しめます。 

名称 準チョコレート菓子 準チョコレート 

発売日 11 月上旬より順次切り替え 

発売地区 全国・全ルート 

内容量 28ｇ 28ｇ 25ｇ 

ターゲット 未就学児から中学生とその親世代 

参考小売価格 80 円（税別）／86 円（税込） 

ＪＡＮコード 4902888221842 4902888221859 4902888221866 



■「おっとっと」商品概要（菓子型に深海生物など 17種類入り） 

 

 

 

 

 

      商品名       おっとっと＜うすしお味＞       おっとっとおやつパック＜うすしお味＞ 

画像 

 
 

名称(種類別) スナック菓子 

内容量 52ｇ（26ｇ×２袋） 50ｇ 

参考小売価格 131 円（税別）／141 円（税込） 150 円（税別）／162 円（税込） 

発売日 2021 年１１月初旬～202２年 3月末（なくなり次第終了） 

発売地区 全国／全ルート 

ターゲット 幼児～小学校高学年とその親 

ＪＡＮコード 4902888215100 49814309 

商品名 おっとっと＜うすしお味＞ おっとっと＜うすしお味＞ 

画像 

 

 

 

 

名称(種類別) スナック菓子 

内容量 90ｇ（18ｇ×５小袋） 18ｇ 

参考小売価格 250 円（税別）／270 円（税込） 50 円（税別）/54 円（税込） 

発売日 2021 年 1１月初旬～2021 年 3 月末（なくなり次第終了） 

発売地区 全国／全ルート 

ターゲット 幼児～小学校高学年とその親 

ＪＡＮコード 4902888215094 4902888215087 

※箱の内面のARマーカーにスマ

ホをかざすとリアルな深海の世界

を体験いただけます。 



 

■「ベジタブルおっとっと」商品概要（菓子型に恐竜など 16種類入り） 

 

 

 

 

商品名 おっとっと＜うすしお味＞ 

画像 

 

名称(種類別) スナック菓子 

内容量 30ｇ 

参考小売価格 105 円（税別）/113 円（税込） 

発売日 2021 年 1１月初旬～2021 年 3 月末（なくなり次第終了） 

発売地区 全国/ＣＶＳ 

ターゲット 20～40 代男女 

ＪＡＮコード 4902888203848 

商品名 
ベジタブルおっとっと 

＜コンソメ味＞ 

ベジタブルおっとっとおやつパック 

＜コンソメ味＞ 

画像 

 

 

名称(種類別) スナック菓子 

内容量 50ｇ（25ｇ×２袋） 50ｇ 

参考小売価格 131 円（税別）／141 円（税込） 150 円（税別）／162 円（税込） 

発売日 2021 年 1１月初旬～2021 年 3 月末（なくなり次第終了） 

発売地区 全国／全ルート 

ターゲット 幼児～小学校高学年とその親 

ＪＡＮコード 490288215421 4902888215469 

※箱の内面のARマーカーに

スマホをかざすとリアルな恐竜

の世界を体験いただけます。 


