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報道関係各位   
 

2016 年 9 月 15 日  

ポカリスエット PR事務局 

 

〜ポカリガチダンス選手権、たくさんの挑戦ありがとう！〜 

一般ガチダンサーのべ 2,750人以上が登場 

ガチ感謝！TVCMシリーズが完成! 

特別版 60秒 CMに加え 30秒 CM4 タイプを各 1回限定で放送 

 

9月 19日（月・祝）、「MUSIC STATIONウルトラ FES 2016」（テレビ朝日系列）から展開開始！ 

 

 大塚製薬株式会社（本社:東京都）はポカリスエットのブランド CM のダンス動画を一般から募集するキャンペー

ン「ポカリガチダンス選手権」を 8 月に実施しました。非常に短い準備期間にくわえ、簡単ではない課題ダンスで

あったにもかかわらず、600 件を超える作品を応募いただきました。これに伴い、このキャンペーンの副賞として

当初より制作を予定していた投稿動画を使用した 60秒 CMに加え、30秒 CM４タイプを追加で制作し、それぞれ

１回限定で放送いたします。この CM シリーズの皮切りとなる 60 秒 CM「ポカリガチダンス ありがとう」篇は 9 月

19日（月・祝）、「MUSIC STATIONウルトラ FES 2016」（テレビ朝日系列）にて放送されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MixChannel での結果発表バナー 新 CMカット画像（八木莉可子さん） 
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■ポカリガチダンス選手権 結果について 

当社が 7 月 29 日から 8月 5 日にかけて開催した「ポカリガチダンス選手権」では、わずか 1 週間で 600 作品以

上のダンス動画を投稿いただきました。難易度の高い課題ダンスや、コンテスト開催発表から募集終了までわ

ずか約 2週間しかないなど、非常にハードルの高いコンテストとなったなか、当社の想像をはるかに超えるクオリ

ティの作品を多くの皆様から投稿いただきました。（コンテスト結果の詳細については別紙をご参照ください） 

 

 また、7月 30日（土）に実施された「全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2016」（主催：特定非営利活動法人 

ミスダンスドリルチーム・インターナショナルジャパン、於：東京体育館）では約 2,500 人の大会参加者が、一斉に

ポカリガチダンスに挑戦しました。 

 

2016 年春からスタートした TVCM「エール」篇、「サンクス」篇、そして今回の「ポカリガチダンス選手権」など一連

のオンライン動画の総再生回数は 700万回を突破するなど、この広告キャンペーンに対して、かつてないほどの

大きな反響をいただいたことに深く感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公開済み CM/動画に関する参考情報＞  

 

YouTube 上の動画タイトル 
再生回数 

（9 月 15 日時点） 
URL 

TVCM「エール」篇（60 秒） 145 万回 https://youtu.be/THmL6NsFmhA  

TVCM「サンクス」篇(60 秒) 93 万回 https://youtu.be/hyIUDEAl3Ls  

ポカリガチダンス・レッスンビデオ 30 万回 https://youtu.be/llpeLpSe5G4  

振り付け師が住んでいるパリで、ポカリのダンスをガチ

で踊ってみた。 
57 万回 https://youtu.be/FxuOGGfCOVo  

ダンスが上手で陽気そうなキューバで、ポカリのダン

スをガチで踊ってみた。 
20 万回 https://youtu.be/BCl_9YNrXfM 

 

優勝した DoubleD さんのダンス動画カット画像 ダンスドリルでの約 2,500 人によるポカリガチダンス 

https://youtu.be/hyIUDEAl3Ls
https://youtu.be/hyIUDEAl3Ls
https://youtu.be/llpeLpSe5G4
https://youtu.be/FxuOGGfCOVo
https://youtu.be/BCl_9YNrXfM
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■限定 CMシリーズについて 

「自分は、きっと想像以上だ。潜在能力をひき出せ」をスローガンに掲げた一連の広告キャンペーンを締めくくる

CM として、この「ポカリガチダンス選手権」の応募作品を使った 60秒 CMの制作を当初予定していました。 

しかし、情熱溢れるハイクオリティな作品が想定以上に寄せられたことから 60秒 CMだけではこの情熱を表現し

きれないと判断し、30秒 CM4 タイプの追加制作を決定しました。 

 

この一連の CM シリーズでは「ポカリガチダンス選手権」の受賞作品だけでなく、惜しくも受賞には至らなかった

作品、コンテスト外で SNSに投稿された作品など計 81作品と、「全国高等学校ダンスドリル選手権大会」での約

2,500 人一斉ダンス動画、そしてポカリスエットイメージガールの八木莉可子さんによる撮り下ろしダンス動画が

使用されています。シリーズ 5タイプのシリーズ CMには総勢 2,750人以上が登場し、投稿くださった皆様の潜在

能力が凝縮された CMが完成しました。 

TVCM としては各タイプ１度きりの放送となりますので、ぜひお見逃しないようご覧ください。また、WEB 動画とし

て 150秒の「ポカリガチダンス フルバージョン」篇を総集編として制作し、9月 19日(月・祝)より公開いたしますの

で、こちらも併せてご覧ください。 

 

＜八木莉可子さん コメント＞ 

たくさんの方にポカリダンスを踊っていただき、私もとっても嬉しいです！ 

皆さんのガチダンスの投稿のおかげで、またダンスできて楽しかったです。 

 

＜八木莉可子さん プロフィール＞ 

2001 年 7 月 7 日生まれ、滋賀県出身。2015 年にモデル事務所主催のオーディション

でグランプリ獲得。今夏は、ドラマ『時をかける少女』にて女優初挑戦、「ミスセブンティ

ーン 2016」のグランプリを獲得するなど、活躍の場を拡げている。 

 

 

＜60秒 CM概要＞ 

CM タイトル ：「ポカリガチダンス ありがとう」篇 

放送日時 ：9月 19日（月・祝）、「MUSIC STATIONウルトラ FES 2016」（テレビ朝日系列）内  

 20時 00分から 21時 48分の間に放送予定  

 事前告知動画 URL: https://youtu.be/SBJTcQpXceo 

 

 

＜30秒 CM概要＞ 

CM タイトル ：「結果発表」篇、「やたら大勢」篇、「日本中で」篇、「いろんな人が」篇 （※1） 

放送日時 ： 10月 2日 （※2） 、9日、16日、23日  日曜日 

   19:00-19:58放送 「ザ！鉄腕！DASH！！」（日本テレビ系列）内 

        (※1) 放送回ごとに異なるタイプの 30秒 CM を各 1 本ずつ放送 

(※2) 10 月 2日のみ『DASH でイッテ Q！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組 No.1 決定戦 2016 秋』(仮)に番組変更予定 

 

https://youtu.be/SBJTcQpXceo
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＜150秒 WEB動画概要＞ 

動画タイトル ：「ポカリガチダンス フルバージョン」篇 

大塚製薬公式YouTubeチャンネル（URL：https://www.youtube.com/user/otsukaseiyaku） にて、60秒TVCMの

放送後に公開します（その他の CM素材もあわせて同時に公開予定）。 

 

■ポカリガチダンス選手権 結果詳細 

【応募数】  ：600作品以上 

【投稿動画総裁回数】 ：380万回以上 

 

【受賞者】  

受賞者 

（MixChannel ユーザー名） 
賞品 作品 URL 

優勝 DoubleD 現金 10 万円（CM に採用） https://mixch.tv/m/NRwS8dNk 

準優勝 みづきとあやの♪ 現金 5 万円（CM に採用） https://mixch.tv/m/QmuQRtMt 

おもしろ場面賞 

（順不同） 

NYMI《にゃみー》 

amazon ギフト券 

1 万円分 

（CM に採用） 

https://mixch.tv/m/Ru3Yq3ZE 

振りコピ研究隊★コニミ屋！ https://mixch.tv/m/I56JdPFt  

くら https://mixch.tv/m/LJwVfbGA 

実   咲 ＆ 杏  音 https://mixch.tv/m/gYeT6qhh 

xD Official https://mixch.tv/m/fV12xUj7 

ふくちゃん https://mixch.tv/m/tb8X9RHN 

silk.mink https://mixch.tv/m/vKRDp1gD 

ぴっちゃん！ https://mixch.tv/m/3kJToPqr  

あやちゃむ https://mixch.tv/m/v5cpO7ZL 

たぐまる https://mixch.tv/m/56iIDu0q 

【一般からのコンテストに関する問い合わせ】  MixChannelスポンサー事務局 ： mixch-sponsor@donuts.ne.jp 

 

■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、発汗によって失われた水分、イオン（電解質）をスムー

ズに補給する健康飲料として、現在世界 20 ヵ国・地域*1で展開しています。適切な濃度と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とから、スポーツのほか、仕事、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態にお

かれている方に最も適した飲料です。 

  

 

  

 

 

【製品に関するお問い合わせ】 大塚製薬お客様相談室 TEL：0120-550708 http://www.otsuka.co.jp/poc/ 

*1「ポカリスエット」販売国・地域：日本、台湾、香港、シンガポール、バ

ーレーン、サウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦、韓国、イン

ドネシア、タイ、マレーシア、中国、クウェート、カタール、フィリピン、

エジプト、ベトナム、ミャンマー、東ティモール 

https://www.youtube.com/user/otsukaseiyaku
https://mixch.tv/m/NRwS8dNk
https://mixch.tv/m/QmuQRtMt
https://mixch.tv/m/Ru3Yq3ZE
https://mixch.tv/m/I56JdPFt
https://mixch.tv/m/LJwVfbGA
https://mixch.tv/m/gYeT6qhh
https://mixch.tv/m/fV12xUj7
https://mixch.tv/m/tb8X9RHN
https://mixch.tv/m/vKRDp1gD
https://mixch.tv/m/3kJToPqr
https://mixch.tv/m/v5cpO7ZL
https://mixch.tv/m/56iIDu0q
mailto:mixch-sponsor@donuts.ne.jp
http://www.otsuka.co.jp/poc/

