2019 年 4 月 15 日
日本ケロッグ合同会社

＜新食感シリアルの新フレーバー「ケロッグ ハーシー チョコビッツ とろける チョコレート」発売記念＞

「恋バナにはチョコビッツ！」を合言葉に、恋リア番組人気キャストたちが赤裸々恋愛トーク！

恋愛トーク CM「チョコビッツ 恋リアトーーク♪」4 月 15 日より放送開始
恋愛×チョコビッツ とろけるチョコレートの甘さとほろ苦さが絶妙にマッチして恋バナを盛り上げます
シリアル食品の世界シェアトップブランド「ケロッグ」を日本国内で展開する日本ケロッグ合同会社（本社：東京都港
区、代表職務執行者社長：井上ゆかり）は、「ケロッグ ハーシー チョコビッツ とろけるチョコレート」の発売を記念し、
株式会社 AbemaTV（東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田晋）が運営する無料で楽しめるインターネットテレビ
局「AbemaTV(アベマティーヴィー)」内にて、特別オリジナル CM「チョコビッツ 恋リアトーーク♪」を 4 月 15 日（月）
より放送開始いたします。

■合言葉は「恋バナにはチョコビッツ！」 「AbemaTV」オリジナル恋愛リアリティーショーで人気の豪華キャストが出演！

本 CM では、「AbemaTV」オリジナルの恋愛リアリティーショーに出演する人気女性キャスト（徳本夏恵さん、山田麗華
さん、白川怜奈さん、中村真凛さん、市川莉乃さん、信夫明日香さん）が出演し、彼女たちのもとに寄せられる様々な
恋愛の相談について、6 人がそれぞれの意見やアドバイスを回答する内容となっています。様々な恋愛トークが展開され
る中、彼女たちが口にしている「ケロッグ ハーシー チョコビッツ とろけるチョコレート」の甘さとほろ苦さが絶妙にマッチし、「恋
バナにはチョコビッツ！」を合言葉に、6 人の恋愛トークが楽しく盛り上がっていきます。

CM ストーリーボード
合言葉は「恋バナにはチョコビッツ！」チョコビッツ 恋リアトーーク♪（60 秒 ver）
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■タイトル：合言葉は「恋バナにはチョコビッツ！」チョコビッツ 恋リアトーーク♪
■放送期間：2019 年 4 月 15 日（月）～5 月 12 日（日）
■主な放送予定番組
・今日、好きになりました。

https://abema.tv/video/title/90-1241

・恋する週末ホームステイ

https://abema.tv/video/title/90-1244

・恋愛ドラマな恋がしたい 2

https://abema.tv/video/title/90-1182

・いきなりマリッジ 2（4 月終了）

https://abema.tv/video/title/90-1228

・GENERATIONS 高校 TV

https://abema.tv/video/title/90-493

・全力部活！E 高

https://abema.tv/video/title/90-1147

・第 2 次 Popteen カバーガール戦争

https://abema.tv/video/title/90-1236

・イマっぽ TV

https://abema.tv/video/title/90-1120

■出演キャストプロフィール
■徳本夏恵さん
生年月日：1998 年 7 月 20 日（20 歳）
活動：雑誌「Popteen」専属モデル
Instagram：https://www.instagram.com/nachos_kimono/
Twitter：https://twitter.com/nachos_kimono
■山田麗華さん
生年月日：2003 年 1 月 7 日（16 歳）
活動：雑誌「Popteen」レギュラーモデル
Instagram：https://www.instagram.com/_reistagram._/
Twitter：https://twitter.com/koma_san17
■白川怜奈さん
生年月日：2000 年 9 月 18 日（18 歳）
活動：女優・タレント
Instagram：https://www.instagram.com/__r_kw/?hl=ja
Twitter：https://twitter.com/d_egvw/
■中村真凜さん
生年月日：1999 年 11 月 21 日（19 歳）
活動：モデル・タレント
Instagram：https://www.instagram.com/marimero_kimono/?hl=ja
Twitter：https://twitter.com/marimero_kimono
■市川莉乃さん
生年月日：2000 年 12 月 10 日（18 歳）
活動：モデル
Instagram：https://www.instagram.com/ichikawa.rino/
Twitter：https://twitter.com/rinochii_sgm
■信夫明日香さん
生年月日：2001 年 1 月 17 日（18 歳）
活動：モデル・タレント
Instagram：https://www.instagram.com/_ask_1703/?hl=ja
Twitter：https://twitter.com/asu_x_x17

（参考）大人気動画クリエイターとコラボしたオリジナル動画も 4 月 19 日より順次公開！
4 月 19 日(金)からは、インスタ映えスポットや食べ物を紹介する女子 2 人組動画クリエイター「PARASTICA」と、美容系動画で中高
生、大学生から人気のこばしり。さん、Popteen 専属モデルのなちょすさんとコラボレーションしたオリジナル動画を順次公開予定。それぞ
れの公式チャンネルにて、「ケロッグ ハーシー チョコビッツ」「ケロッグ ハーシー チョコビッツ とろけるチョコレート」を紹介します。
PARASTICA： https://www.youtube.com/channel/UCD3Bl7pISGIQBDMGGP2qLQw （4 月 19 日公開）
こばしり。：

https://www.youtube.com/channel/UC4GMLPKC8TgfW1BtJ-0vf-Q （4 月 19 日公開）

なちょすのへや： https://www.youtube.com/channel/UCfqOzJWK03DqjtcFkwE0o3g （4 月 26 日公開）

■ケロッグ ハーシー チョコビッツ とろけるチョコレートとは
4 月上旬より発売開始となった、アメリカの代表的菓子ブランド「HERSHEY’S」とコラボレーションした「ケロッグ
ハーシー チョコビッツ」の新フレーバーです。ほんのりキャラメル風味のクランチのカリッとした食感とチョコレートのまろ
やかな味わいが特長の“新食感”シリアルです。
2018 年 8 月より先行発売されている「ケロッグ ハーシー チョコビッツ」は、2018 年 12 月に発表された「もぐナ
ビベストフードアワード 2018」シリアル部門で第 1 位を受賞し、2019 年 2 月には、日本食糧新聞が主催す
る第 37 回「食品ヒット大賞」の菓子・パン部門においても優秀ヒット賞をダブルで受賞しています。カリッとした食
感が口コミや SNS などで話題を呼び、若い中高生や、子供に食べさせたい親世代など、幅広い年代の方々か
らの支持を集め続けています。

【製品概要】

製品名

ケロッグ ハーシー チョコビッツ とろけるチョコレート

内容量

340g

参考小売価格

618 円（税抜）

■恋愛×チョコビッツ とろけるチョコレートを盛り上げる 2 つのおいしさのポイント
▪おいしさのポイント①：チョコレートクリームとの相性が抜群なキャラメルクランチを採用
「ケロッグ ハーシー チョコビッツ とろけるチョコレート」は、ほんのりキャラメル風味のクランチの中にまろ
やかな味わいのチョコレートクリームがたっぷり入った新食感シリアルです。1 口ほおばると、キャラメル
風味クランチのカリッとした食感がアクセントとなり、口の中でなめらかなチョコレートクリームがとろけだ
します。
▪おいしさのポイント②：牛乳をかけても長続きするカリッとした食感。チョコクリームがたっぷり
独自の製造技術を活かして生地をよく練り上げてから焼くことで、中に入っているチョコクリームが外側に染みだしにくく、牛乳
をかけてもカリッとした食感が長続きします。

■牛乳はもちろん、そのままでも食べられる！幅広い喫食シーンを提供！
忙しい朝に牛乳をかけて食べるだけでなく、一口サイズで手軽に食べら
れる形状となっており、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
忙しい朝にも
ぴったり

間食にもお
楽しみいただ
けます
忙しい朝食にも！

そのままでも食べられる！

■プレスリリースに関するお問合せ先：
日本ケロッグ PR 事務局 ： 株式会社プラップジャパン 小林、松尾、大木、松葉
日本ケロッグ合同会社 お客様相談室フリーダイヤル : 0120-500209 ＜受付：月～金 9:00～17:00 土日祝(祭)日除く＞

