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平成 29年 10月 10日 

 

                                       江崎グリコ株式会社 

 

― 『朝食りんごヨーグルト』ミュージックビデオ ― 

発売 20周年、多くの皆様に愛されたロングセラーブランドから史上初！ 

気分が上がって“すっきり”するテーマソングが完成！ 

朝食りんごヨーグルト×チャラン・ポ・ランタン×にゃんごすたー 

『りんごはスター』〜すっきり！りんごヨーグルトの唄〜 

～人気急上昇の姉妹ユニットとりんごの妖精の凄テクドラマーが 

不思議なコマ撮りファンタジーの世界で異色の初コラボ！！～ 

10 月 10 日午前 12 時からブランドサイトで公開開始 

 
 江崎グリコ株式会社（代表取締役社長：江崎勝久）は、1997 年の発売から今年で 20

周年を迎えるフルーツヨーグルト「朝食りんごヨーグルト」の WEB 動画として、姉妹ユニ

ット「チャラン・ポ・ランタン」、青森県黒石市出身のりんごの妖精ドラマー「にゃんごす

たー」とコラボレーションしたミュージックビデオ『りんごはスター』〜すっきり！りん

ごヨーグルトの唄〜を、10 月 10 日（火）12 時から、朝食りんごヨーグルトブランドサ

イト（http://net.glico.jp/ringo-y/2017-cp/）にて公開いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリコ 朝食りんごヨーグルト 

 ミュージックビデオ『りんごはスター』〜すっきり！りんごヨーグルトの唄〜より 

http://net.glico.jp/ringo-y/2017-cp/
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■「朝食りんごヨーグルト」について                            

 今年で 20 周年を迎える「朝食りんごヨーグルト」は、果肉のシャキシャキとした食感と

ヨーグルトのフレッシュな味わいが特長のロングセラーブランドです。慌ただしい日常生

活の中で、気持ちを切り替えたい時や気分を上げてすっきりしたい時にぴったりのフルー

ツヨーグルトとして、大変多くの皆様からご好評をいただいています。 

 

■ミュージックビデオ『りんごはスター』について               

今回、姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」と、青森県黒石市出身のりんごの妖精

で、ドラマーとしても活躍する「にゃんごすたー」を起用し、「朝食りんごヨーグルト」の

公式テーマソング『りんごはスター』を制作しました。同楽曲のミュージックビデオ（MV）

では、明るいファンタジーをテーマに、チャラン・ポ・ランタンとにゃんごすたーが、現

実の世界と飛び出す絵本の世界を行き来しながら、歌って踊って演奏して盛り上がるシー

ンを、コミカルで親しみやすい世界観とともに表現しています。 

一番の注目ポイントは、チャラン・ポ・ランタンのポップで華やかな歌声とアコーディ

オン演奏に、にゃんごすたーの超絶ドラムパフォーマンスが融合した、前代未聞のコラボ

レーションです。さらには、「りんご」「ヨーグルト」「すっきり」というキーワードを散り

ばめたキャッチーな歌詞と軽快なメロディー、「メインステージ」「朝」「夜」「ヨーグルト」

という 4 つの舞台で展開される、かわいらしい絵本のコマ撮り映像も見逃せません。 

見ているだけで元気が湧いてきて、気分がすっきりする楽しいミュージックビデオを通

じて、朝食時はもちろん、一日の中で気分をすっきりさせたい時に味わってほしい「朝食

りんごヨーグルト」のメッセージを訴求していきます。 

  

■撮影エピソード                               

◇にぎやかなセッションで現場がライブ会場に一変 

3 人で演奏するシーンでは、カラダの中から湧き出てくる楽しい気持ちを、全身で表現し

ていた、チャラン・ポ・ランタンのボーカルを担当するももさん。姉の小春さんが奏でる

軽快なアコーディオンの音色に合わせて、舞台上をところ狭しと駆け回り、元気いっぱい

の歌声を響かせていました。姉妹ユニットならではの息の合ったパフォーマンスに、にゃ

んごすたーの超絶ドラム演奏が加わり、本番中の現場は瞬く間にライブ会場に一変。演奏

終了後、「めっちゃ楽しい！」と満面の笑みを浮かべると、周りのスタッフから割れんばか

りの拍手と歓声が沸き起こりました。 
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◇にゃんごすたーのドラム演奏、キュートな佇まいに視線釘付け！ 

プロ顔負けの超絶ドラムテクニックと、激しい演奏が続いても表情ひとつ変えないタフ

さを誇る一方、チャーミングな仕草と愛くるしい表情で、終始周りの空気をほっこりさせ

ていたにゃんごすたー。共演したももさんと小春さんからは“にゃーちゃん”という愛称

で呼ばれ、スマホで記念写真や動画を撮るなどして、交流を深める場面がありました。ま

た、ポーズのバリエーションを求められた演技パートの単独撮影では、腕を「X」の形に交

差してジャンプしたり、エアドラムを披露したりと、可愛らしいアドリブを連発。思いも

よらないアクションが次々と飛び出し、現場に笑顔の輪を広げていました。 

     

◇温かみのある世界観を強調する撮影技法「コマ撮り」 

絵本の中のシーンでは、チャラン・ポ・ランタン、にゃんごすたーをそれぞれ 1 コマご

とに少しずつ動かして静止画像として撮影し、それを連続再生することで動いているよう

に見せる「コマ撮り(ストップモーション・アニメ)」という撮影技法を用いました。本番当

日は歌パート用の全身ショットをはじめ、3 人での空中飛行、乗船の各シーンなど、静止画

を細かく切り出し、その中から 1 秒の映像につき 8 枚を使用。これによって、実写や CG

だけではなかなか出せない、パラパラ漫画のようなコミカルで温かみのある映像を演出し

ました。 

 

◇小春さん＆ももさんのお母様が手作りしたコスチューム 

 チャラン・ポ・ランタンのコスチュームは、姉の小春さんと妹のももさんのお母様が手

掛けました。普段から姉妹のステージ衣装を手掛けているというお母様は今回、過去の衣

装をベースに、赤りんご（ももさん）と青りんご（小春さん）のイメージでリメイク。カ

ラフルでオシャレなデザインは、小春さんとももさんのチャーミングな魅力と相まって、

ミュージックビデオのにぎやかな世界観をより一層引き立てていました。 

 

◇遊び心満載の仕掛けが施された飛び出す絵本の世界 

メリーゴーランド型と呼ばれる、ページをめくると仕掛けが飛び出す絵本（ポップアッ

プブック）は、設計の元となる太陽や月、森、建物などの形を決めた上で、紙（ペーパー

クラフト）に正面、側面、床面などの平面図を描き、そこから展開図を組み立てて制作し

ました。登場する 4 つの舞台のうち、「メイン」は背景の左右に描かれたりんご同士が、ペ

ージを開くとアコーディオンのように繋がっている他、「朝」では、にゃんごすた―が太陽

に変身。さらには「夜」の雲や「ヨーグルト」の波が「朝食りんごヨーグルト」をイメー

ジした形状になっているなど、遊び心あふれる多彩な仕掛けと完成度の高さには、ももさ

んと小春さんも「これ本当に一から作ったの！？」「すごい！」とビックリしていました。 
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■ミュージックビデオ『りんごはスター』ストーリーボード                        
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■『りんごはスター』〜すっきり！りんごヨーグルトの唄〜歌詞 

作詞：チャラン・ポ・ランタン 

作曲：小春 

 

 

り・りんご！君はスターさ Good！ 

Good morning ！気分は上々 

 

り・りんご！君が必要さ Good！ 

Good Day！見てよ sunshine 

 

HELP！ 

そう思った yesterday 

金色の眠りから覚めて 

長い長い長い夜が明けていた 

  

she said she said 無理だって… 

でも、I will やれると思うんだ 

だって tommorow never knows 

明日は誰にもわからない 

 

り・りんごとヨーグルトのように 

Please Please me come together now 

 

あ！朝も昼も夜も いつも 

ヤー！ヤー！ヤー！りんごが好きさ 

 

はあ、今日も Hard day's night 

さあ、おやーすみ。Free as Bird 

夢の中では自由さ 

Twist and Shout ハローグッバイ 

 

 

 

り・りんごとヨーグルトのように 

Please Please me come together now 

 

あ！朝も昼も夜も いつも 

ヤー！ヤー！ヤー！りんごが好きさ 

 

り・りんご！君はスターさ Good！ 

Good morning ！気分は上々 

 

り・りんご！君が必要さ Good！ 

Good Day！見てよ sunshine 

  

君といれたら取り戻せるだろう 

そう getting better 

毎日が Birthday 

hippy hippy shake して 

今日も食べよ！ 

 

り・りんご！君はスターさ Good！ 

Good morning ！気分は上々 

 

り・りんご！君が必要さ Good！ 

Good Day！見てよ sunshine 

 

り・りんご！君はスターさ Good！ 

Good morning ！気分は上々 

 

り・りんご！君が必要さ Good！ 

Good Day！見てよ sunshine 
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■ミュージックビデオ 概要                                   

 

  

タイトル 江崎グリコ 朝食りんごヨーグルト ミュージックビデオ 

『りんごはスター』〜すっきり！りんごヨーグルトの唄〜 

出    演 チャラン・ポ・ランタン（もも・小春）／にゃんごすたー 

撮影時期 2017 年 9 月 

撮影場所 黒澤フィルムスタジオ 東名川崎スタジオ 

公開日時 2017 年 10 月 10 日（火）12 時 

公開先 朝食りんごヨーグルトブランドサイト 

動画 URL http://net.glico.jp/ringo-y/2017-cp/ 

企画・制作 電通関西支社／電通テック／パラダイス・カフェ 

制作ｽﾀｯﾌ 

 

プランナー       尹珠煐 

ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ    石原絵梨 

ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄｸﾘｴｲﾀｰ  北村侑大 

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ   橋本慶 

ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 川内史 

プロデューサー  小野寺健 

ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 新堀竜玄 

演出・編集      平牧和彦 

撮影         橋本清明 

照明         清水健一 

美術         大里亮 

ヘアメイク      髙田将樹 

コマ撮り作家   竹内泰人 

http://net.glico.jp/ringo-y/2017-cp/
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■製品について                              

製 品 名 朝食りんごヨーグルト 朝食みかんヨーグルト 朝食梨ヨーグルト 

画 像 

   

内 容 量 １４０ｇ 

希望小売価格 １２６円（税別） 

種 類 別 はっ酵乳 

賞味期限 ２２日間 

製品特長 

・ヨーグルトの乳原料由来の濃厚なコクと甘みが感じられる味わいに。又、濃厚

なヨーグルトとの対比により、フルーツ果肉のすっきりとした甘みと爽やかな

香りが引き立つように仕上げました。 

・パッケージは、“果実感”を感じられる丸みを帯びたカップです。 

カップ内側の底形状が、スプーンですくい出しやすいラウンド設計となってい

る為、最後のひとさじまで美味しく召し上がって頂けます。 

 

製 品 名 朝食りんごヨーグルト 朝食みかんヨーグルト 朝食梨ヨーグルト 

画 像 

   

内 容 量 7０ｇ×3 

希望小売価格 １９８円（税別） 

種 類 別 はっ酵乳 

賞 味 期 限 ２２日間 

製 品 

特 長 

・ヨーグルトの乳原料由来の濃厚なコクと甘みが感じられる味わいに。又、濃厚

なヨーグルトとの対比により、フルーツ果肉のすっきりとした甘みと爽やかな

香りが引き立つように仕上げました。 

 

 

https://www.glico.com/jp/product/yogurt_pudding/choshokuringo/1313/
https://www.glico.com/jp/product/yogurt_pudding/choshokuringo/1301/
https://www.glico.com/jp/product/yogurt_pudding/choshokuringo/19885/

