平成 26 年 1 月 31 日

エバラ 「黄金の味」新 CM
観月ありささんが、焼肉だけじゃない“黄金”レシピを紹介
2 月 1 日より全国で放送開始
エバラ食品工業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：宮崎 遵）は、
「黄金の味」の
新 CM に女優の観月ありささんを起用いたします。
「からあげ」篇、
「とんてき」篇、
「ビフテキ」篇（各
15 秒）の 3 篇を制作し、平成 26 年 2 月 1 日（土）から全国で順次放送いたします。
今回の新 CM は、
「
“たれ”で新しい“肉料理”の可能性を広げる」をコンセプトに、
「黄金の味」が
焼肉のたれとしてだけではなく、子どもが喜ぶ様々な肉料理に使えることを訴求するために制作いたし
ました。CM では「黄金の味」と鶏もも肉を使った「黄金からあげ」
、豚ロース肉を使った「ジューシー
とんてき」
、牛ステーキ肉を使った「ごろごろビフテキ」を、家族の団らん風景とともに紹介いたしま
す。また、原材料の約 3 分の 1 をリンゴが占める、リンゴベースのたれであるという「黄金の味」の特
徴を、子どもが歌いながら表現し、商品の魅力を楽しくお伝えいたします。
CM で主婦役を演じていただいた観月ありささんは、明るく親しみやすいキャラクターと、健康的な
美しさ、メインユーザーである主婦層に人気と知名度が高い女性であることから、2012 年に「黄金の
味」の CM キャラクターに就任以降、今回で 4 回目の起用となります。
また、CM と連動した形で、売場を盛り上げる消費者キャンペーン「2929 焼肉プレゼントキャンペー
ン」を実施いたします。
エバラ食品は「こころ、はずむ、おいしさ。
」の実現を目指し、“たれ”で新しい“肉料理”の可能性を広
げ、家庭料理を簡単においしくする商品をお届けしてまいります。

本件に関するお問い合わせ
■ 報道関係の方のお問い合わせ
エバラ食品 東京広報事務局 (共同 PR 内)
電話 03-3571-5236 FAX 03-3574-9364
E-mail ebarapr@kyodo-pr.co.jp
■ お客様のお問い合わせ
エバラ食品 お客様相談室
電話 0120-892-970（フリーダイヤル）

エバラ食品の公式サイト
エバラ食品の
さまざまな情報を
公開しています。
http://www.ebarafoods.com/

■CM ストーリー
「からあげ」篇（15 秒）
「黄金の味」を手に取る観月さん。
「からあげ」篇では、
「黄金の味辛口」を使用し、からあげの調
理を始めます。その様子をリンゴを持った子どもたちが「3 分の 1 はリンゴ♪、3 分の 1 はリンゴ♪」
と楽しそうに歌いながら見守ります。
「黄金の味辛口」と鶏もも肉を使用した「黄金からあげ」が完
成し、子どもたちを呼ぶ観月さん。
「からあげよ！」の声に子どもたちは喜び、一緒に食卓を囲みま
す。楽しそうな雰囲気の観月家の食卓。観月さんができたてのからあげを食べて「この味♥」と満足
気な笑顔を見せます。
「とんてき」篇（15 秒）
「黄金の味」を手に取る観月さん。
「とんてき」篇では、
「黄金の味甘口」を使用し、とんてきの調
理を始めます。その様子をリンゴを持った子どもたちが「3 分の 1 はリンゴ♪、3 分の 1 はリンゴ♪」
と楽しそうに歌いながら見守ります。
「黄金の味甘口」と豚ロース肉を使用した「ジューシーとんて
き」が完成し、子どもたちを呼ぶ観月さん。
「とんてきよ！」の声に子どもたちは喜び、一緒に食卓
を囲みます。楽しそうな雰囲気の観月家の食卓。観月さんができたてのとんてきを食べて「この味♥」
と満足気な笑顔を見せます。
「ビフテキ」篇（15 秒）
「黄金の味」を手に取る観月さん。
「ビフテキ」篇では、
「黄金の味中辛」を使用し、ビフテキの調
理を始めます。その様子をリンゴを持った子どもたちが「3 分の 1 はリンゴ♪、3 分の 1 はリンゴ♪」
と楽しそうに歌いながら見守ります。
「黄金の味中辛」と牛ステーキ肉を使用した「ごろごろビフテ
キ」が完成し、子どもたちを呼ぶ観月さん。
「ビフテキよ！」の声に子どもたちは喜び、一緒に食卓
を囲みます。楽しそうな雰囲気の観月家とママ友家族の食卓。観月さんができたてのビフテキを食べ
て「この味♥」と満足気な笑顔を見せます。

■観月さんコメント
「黄金の味」は、焼肉をする時にはかかせない「たれ」として、私も愛用させて頂いています。今回
の CM でご紹介させて頂くメニューは、からあげやステーキ等のお肉料理の調味料として使用する内
容でした。
からあげと「黄金の味」という組み合わせ、最初は意外な組み合わせだな、と思いましたが食べて
みるとお肉がジューシーで衣はカラっとしていて、とても美味しく食べさせて頂きました。
「黄金の
味」が調味料としても使える事に感心しましたし、美味しさの秘訣が「黄金の味」の約 1/3 がリンゴ
でできている事にあると改めて理解させて頂きました。
また、
「ごろごろビフテキ」や「ジューシーとんてき」もお肉をたっぷり美味しく食べられるメニ
ューなので家族や友人ファミリーと集まる時にはぴったりなメニューだと思います。是非、皆様もチ
ャレンジしてみてください。

■ストーリーボード
「からあげ」篇（15 秒）

「とんてき」篇（15 秒）

「ビフテキ」篇（15 秒）

■スタッフリスト
広告会社
：株式会社横浜エージェンシー／株式会社アサツーディ・ケイ／
株式会社ボーイズ
営業担当
：相澤 一成／田崎 博人／大塚 義之／山田 俊輔（株式会社横浜エージェンシー）
永 淳一郎／堀井 信夫（株式会社アサツーディ・ケイ）
ＣＡＳ
：斉藤 秀一／森 勇治（株式会社アサツーディ・ケイ）
ＣＤ
：高橋 史生／佐藤 竜幸（株式会社ボーイズ）
制作会社
：株式会社スターランドコミュニケーション
プロデューサー ：寺坂 達（株式会社スターランドコミュニケーション）
制作担当
：佐々木 良介／奥山 真（株式会社スターランドコミュニケーション）
演出
：高橋 史生（株式会社ボーイズ）
撮影
：中島 英樹
照明
：みやきしんいち
美術
：花崎 綾子
ヘアメイク
：重見 幸江
スタイリスト
：東 知代子
クッキング
：赤堀 博美
出演者
：観月 ありさ
秋元 黎／藤田 彩華／繁田 琢也／美帆／嶋崎 青大／高橋 月／山田 泰葉／
中川 翼／狩野 海音

《ご参考：キャンペーン情報》
エバラ食品は、焼肉市場の活性化を目的に、平成 26 年 2
月 10 日から 8 月 29 日まで、現金 29 万 2900 円が合計 10
名様に、鹿児島県産黒毛和牛が合計 2,000 名様に当たる
「2929 焼肉プレゼントキャンペーン」を実施いたします。
「2929 焼肉プレゼントキャンペーン」は、クイズに答え
て応募するオープン懸賞と、
「黄金の味」など対象商品のバ
ーコードを貼って応募するクローズド懸賞の 2 種類です。
■キャンペーン概要
【名
称】 「2929 焼肉プレゼントキャンペーン」
【応募期間】
第 1 回目：平成 26 年 2 月 10 日(月)～5 月 29 日(木)〔2929 現金賞 5 名様/2929 お肉賞 1000 名様〕
第 2 回目：平成 26 年 5 月 30 日(金)～8 月 29 日(金)〔2929 現金賞 5 名様/2929 お肉賞 1000 名様〕
※ハガキの場合は当日消印有効、WEB の場合は当日 23:59 まで
【賞

品】 〔2929 現金賞〕 （合計 10 名様）※オープン懸賞
29 万 2900 円(普通為替証書)

〔2929 お肉賞〕
（合計 2000 名様）※クローズド懸賞
鹿児島県産黒毛和牛 焼肉用 500 グラム、
（もも肉焼肉用 250 グラム・バラ肉焼肉用 250 グラム）
【応募方法】 専用ハガキ又は郵便ハガキに①郵便番号②住所③電話番号④氏名⑤生年月日⑥性別⑦職業※
⑧ご希望のコース名（2929 現金賞、2929 お肉賞）を明記の上、2929 現金賞の場合はクイズ
の答えを、
2929 お肉賞の場合は対象商品のバーコード 2 枚をテープで貼り、
ご応募ください。
※職業の項目については下記番号よりご選択ください。
①会社員②自営業③主婦④学生⑤アルバイト⑥その他
・応募ハガキ 1 枚につき、1 口とさせていただきます。
お一人様何口でもご応募いただけます。
・2929 現金賞はハガキの他、Web での応募も可能です。
【ク イ ズ】 ○に入る言葉をご回答ください

「エバラ焼肉のたれ 黄金○○」
【対象商品】 エバラ（黄金の味シリーズ/焼肉応援団シリーズ/おろしのたれ/にんにくのたれ/
焼肉のたれシリーズ/大人の粋シリーズ）
・
エバラＣＪ 韓 Kitchen シリーズ（ビビンバの素/チャプチェの素/チヂミの素）
【応 募 先】 ●ハガキでご応募の場合 ※2929 現金賞/2929 お肉賞
〒100-8799 日本郵便㈱ 銀座郵便局私書箱 588 号
エバラ「2929 焼肉プレゼント」係
●PC からご応募の場合 ※2929 現金賞のみ
http://www.ebarafoods.com/
●携帯電話・スマートフォンからご応募の場合 ※2929 現金賞のみ
http://www.ebarafoods.com/cp2014/
【当選・発表】抽選は応募期間の締切り後に行われ、厳正な抽選の上、当選者を決定いたします。
当選者の発表は賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
【応募資格】日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届先が日本国内の方に限らせていただきます。
※エバラ食品工業(株)の社員および関係者は応募できません。
【問い合わせ】エバラキャンペーン事務局：ＴＥＬ03-5679-7153
(平日 10 時～17 時まで／土・日・祝日は除く)
※事務局へのお問い合わせはキャンペーンの内容のみとさせていただきます。

