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2016 年 7 月 8 日  

ポカリスエット PR事務局 

 

 “潜在能力をひき出せ”の新シリーズ 

八木莉可子さん出演のポカリスエット TVCM 

「サンクス」篇が OA スタート！ 

続編の主役は部活高校生。ポカリダンスを踊ります！ 

  

大塚製薬株式会社（本社：東京都）は、イオン飲料「ポカリスエット」の新 CM「サンクス」篇（15秒/30秒/60秒）を 7

月 9日（土）から全国で放映を開始します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 年のポカリスエットイ       し 新人の八木莉可子さんを起用し、4月に放送開始した TVCM「エ 

 」篇は YouTubeや SNS上で大きな反響をいただきました。そし 夏に向けた続編 CM  し 「サンクス」篇を制作し

ました。「サンクス」篇では、若者の潜在能力がひき出される様子を迫力あるダンスで表現する いう前作のコンセプト

をそのままに、各競技の部活生たちがグラウンドや体育館を舞台にダンスを披露します。 

 

また、4 月より展開し いる SNS 上の写真投稿企画「＃ポカ写」の優秀作品を、7月 11日より屋外広告 し 掲出

いたします。（詳細別紙）。 
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 CMスト リ  

新 CM「サンクス」篇は、部活に情熱を注ぐ高校生たちが主役です。野球場に 、敵対する２チ ムの選手たちが、

歌っ 踊りだします。続い ゴ  前ではサッカ 部、体育館でバスケットボ  部、水泳部、剣道部 さまざまな部

の部員たちが本気ダンス。そし 、そんな部員を支える、八木莉可子さんをはじめ したマネ  ャ 、応援団、チアリ

 ディングの一生懸命な姿も映し出されます。 

クライマックスは、総勢 250名の運動部員たちが校庭に大集合。5つのスプリンクラ が散水する中、その周りを囲

むようにし 一糸乱れぬ踊りを披露します。 

前作「エ  」篇でマネ  ャ からエ  をもらった部員たちが、ダンス 歌で感謝を伝える、アンサ ソングなら

ぬ“アンサ CM” なった今作。部員も、補欠も、応援団も。みんなが一つになっ 夢をかなえる姿を描きました。 

    

 ポカリスエット新ブランド CM「サンクス」篇（60秒） カット画像 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 新 CM その他情報 

 新 CM「サンクス」篇 動画（60秒）URL：https://youtu.be/hyIUDEAl3Ls 

 CM「エ  」篇（16年 4月 OA開始） 動画（60秒）URL：https://youtu.be/THmL6NsFmhA  

 CM楽曲情報 ：作詞 西寺郷太、作曲 mochilon / 梅林 太郎 

 

 「ポカリ チダンス・レッスンビデオ」、「○○で踊っ みた動画」の公開につい  

「エ  」篇の放送後、「CM のダンスを踊っ みたい」 いう声を多数いただいたこ を受け、すべ の振り付けが分

かるレッスン動画を制作し、7月 9日（土）より YouTube上で公開します。また、学生の男女 4人がパリ キュ バで、

ポカリ CMダンスに挑戦した動画も合わせ 公開します。 

 

 「ポカリ チダンス・レッスンビデオ」 

URL https://youtu.be/llpeLpSe5G4 

 「振り付け師が住んでいるパリで、ポカリのダンスを チで踊っ みた。」 

URL https://youtu.be/FxuOGGfCOVo 

 「ダンスが上手で陽気そうなキュ バで、ポカリのダンスを チで踊っ みた。」 

URL https://youtu.be/BCl_9YNrXfM 

 
 

https://youtu.be/hyIUDEAl3Ls
https://youtu.be/THmL6NsFmhA
https://youtu.be/llpeLpSe5G4
https://youtu.be/FxuOGGfCOVo
https://youtu.be/BCl_9YNrXfM
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■八木莉可子さん プロフィ   

 八木莉可子（やぎりかこ）滋賀県出身・在住。 

2001年 7月 7日生まれ、15歳。身長 169センチ。 

 2015年にモデ 事務所「エイ アクロス」が主催する 

「#THENEXT エイ アクロスモデ  オ ディション 2015」 

に グランプリを受賞。 

 2016年 7月ク  ＮＴＶ系連続ドラマ「時をかける少女」出演。 

趣味は音楽を聴き歌詞を書き写すこ 、特技は書道で段位は 8段。 

 

■ポカリスエット新ブランド CM「サンクス」篇 スタッフリスト 

 

【企画制作社】  電通/ギ クピクチュアズ 

 

【エグゼクティブ・クリエ ティブ・ディレクタ 】  古川裕也（電通） 

【クリエ ティブ・ディレクタ /コピ ライタ 】  磯島拓矢（電通） 

【ア ト・ディレクタ /プランナ 】  正親篤（電通） 

【コピ ライタ 】  筒井晴子（電通） 

【プランナ 】  佐藤雄介（電通） 

【ア ト・ディレクタ 】  松永美春（電通） 

【プロデュ サ 】  小澤祐治（ギ クピクチュアズ）/小林勇介（ギ クピクチュアズ） 

【演出】  井口弘一（Sour Soxx） 

【撮影】  クマダタカキ（クマダタカキ写真事務所）/臼井忠宣（フリ ランス） 

【音楽】  冨永恵介（Piano） 

【振付】  I COULD NEVER BE A DANCER（IUGO） 

 

 

■ポカリスエット製品情報 

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によっ 失われた水分、イオン（電解質）をスム ズに

補給する健康飲料 し 、現在世界 20 ヵ国・地域*1で展開し います。適切な濃度 体液に近い組成の電解質溶液

のため、すばやく吸収されるこ から、スポ ツのほか、仕事、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態におかれ いる方

に最も適した飲料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*1「ポカリスエット」販売国・地域：日本、台湾、香港、シン ポ  、バ

 レ ン、サウ アラビア、オマ ン、アラブ首長国連邦、韓国、イン

ドネシア、タイ、マレ シア、中国、クウェ ト、カタ  、フィリピン、

エ プト、ベトナム、ミャンマ 、東ティモ   
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（ご参考資料） 
 

 

 

 

 

 

 

ポカリスエットのキャンペ ンの一環 し 4月 16日（土）より展開し いる「#ポカ写」キャンペ ンは大変ご好評を

いただき、7月 4日時点で 900件を超す投稿を頂い います。これを受け、6月までに投稿いただいた「＃ポカ写」の

中から 94点を屋外広告 し 7月 11日（月）より掲出いたします。なお、「＃ポカ写」キャンペ ンは 8月 31日まで引

き続き募集します。 

 

■「#ポカ写」屋外広告 概要 

【掲出場所①】  札幌：南北線 さっぽろ駅 

         東京：渋谷駅 

          大阪：御堂筋線 梅田駅 

          名古屋：名古屋地下鉄 栄駅 

【掲出期間①】  7月 11日（月）～7月 17日（日） 

 

【掲出場所②】  福岡：福岡（天神）駅 

【掲出期間②】  7月 13日（水）～7月 19日（火） 

 

【イ   画像】 

 

【「#ポカ写」 は】 

奥行きのある構図を重ね 平面にみせたり、ストップモ ションで浮かんでいるように見せたり、写真ならではのトリッ

クあふれる写真のこ 。ポカリスエット 一緒に撮った、潜在能力がひき出され たように見える写真を、Twitterや

Instagramにハッシュタグ「#ポカ写」を付け 投稿するこ で、キャンペ ンサイト上に表示されます。投稿作品の中か

ら、オリ ナ キャラクタ 「ポカ写先生」が選んだ優秀作品は、ポカ写先生からのコ ント  もに掲載されます。（キ

ャンペ ンサイト URL：http://pocasha.com/） 

SNS写真投稿企画「#ポカ写」 

「#ポカ写」キャンペーンの優秀作品が 

渋谷駅などの巨大屋外広告に！ 

展示 

 

（URL：http://pocasha.com） 

 

http://pocasha.com/
https://esq.dentsu.co.jp/owa/redir.aspx?C=nxkk-1FeWEOXSArpBqHzckONNR67aNMI7sXAmsFV3ipYxBbtZFPfEREdIY2toXiQGs-T22U7pqU.&URL=http%3a%2f%2fpocasha.com

