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平成 29年 12月 26日 

                                        江崎グリコ株式会社 

 

～バレンタインに向けて、恋愛気分が高まるこの季節に～ 

人気声優陣が参加！ポッキーが個性豊かなイケメンキャラに擬人化!? 

「恋人はポッキー -Love with Pocky-」 
― 12月 26日（火）から あなたのスマホで会える!? ― 

パッケージにスマホをかざし、5 人の恋人たちと甘い 1 日を楽しもう 

  

江崎グリコ株式会社（代表取締役社長：江崎勝久）は、定番ロングセラーチョコレート 

「ポッキー」の新キャンペーン「恋人はポッキー -Love with Pocky-」を、12月26日（火）

より開始いたします。 

今回のキャンペーンでは、期間中に販売されるポッキーの主力5商品（ポッキーチョコレー

ト・ポッキー＜極細＞・ポッキー＜THE MILK＞・つぶつぶいちごポッキー＜ハートフル＞・

アーモンドクラッシュポッキー）のパッケージに、ARアプリ「aug!」をダウンロードしたス

マートフォンをかざすと、それぞれのポッキーを擬人化した5人の男性が登場。内田雄馬さん、

櫻井孝宏さん、諏訪部順一さん、梶裕貴さん、江口拓也さんら、人気声優陣が演じる個性豊か

なイケメンキャラクターたちが、時間帯によってさまざまな言葉を、恋人気分で語りかける

ARボイスとアニメーションをお楽しみいただけます。 
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■「恋人はポッキー -Love with Pocky-」について                              

期間中に販売されるポッキーの主力 5 商品を対象としたキャンペーンで、商品ごとに登場す

るポッキーを擬人化したイケメンキャラクターが、AR アプリ「aug!（オーグ）」を通じて、

恋人気分で語りかけてくる仕掛け（AR ボイス）が特徴です。各キャラクターの声優には、内

田雄馬さん（ポッキーチョコレート：赤澤幸一郎役）、櫻井孝宏さん（ポッキー＜極細＞：京

極次彦役）、諏訪部順一さん（ポッキー＜THE MILK＞：白山波役）、梶裕貴さん（つぶつぶ

いちごポッキー＜ハートフル＞：古市こころ）、江口拓也さん（アーモンドクラッシュポッキ

ー：門戸香平役）という、アニメ界で活躍する 5 人の人気声優を起用。胸キュンボイスで突

然告白されたり、一緒に「シェアハピ」したりなど、語りかけてくる内容は時間帯によって変

わり、恋人が一日中そばにいるようなリアルな感覚を楽しむことができます。また 11 時 11

分にしか聞くことのできないスペシャルボイスも収録しています。 

◇「AR 恋人はポッキー」の遊び方 

① 商品に掲載されている QR コードからAR アプリ「aug!」をダウンロード。 

② アプリを立ち上げて、対象商品パッケージ表面の、キャラクターと 

「恋人はポッキー」ロゴをセットで、スマートフォンのカメラで読み込む。 

③ カメラをかざすと、恋人が出現！ 

※注意事項 

・アプリ・コンテンツは無料でお楽しみいただけますが、 

本アプリをダウンロード・利用時にかかる通信費はお客様のご負担となります。 

・アプリのダウンロード・ご利用期間は 2018 年 5 月 31 日（木）までとなります。 

・アプリはご利用の端末・環境により、動作しない場合があります。 

・詳しくは、下記のキャンペーンサイトにてご確認ください。 

 

◇「恋人はポッキー」キャンペーンサイト 

http://cp.pocky.jp/love/ 

 

◇AR アプリ「aug!」ダウンロード URL 

＜App Store＞ 

https://itunes.apple.com/jp/app/aug!-kokorowo-dongkasu-kuo/id896414925?mt=8 

＜Google Play＞  

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.knowledge_works.aug 

 

◇対象商品 

ポッキーチョコレート／ポッキー＜極細＞／ポッキー＜THE MILK＞／ 

つぶつぶいちごポッキー＜ハートフル＞／アーモンドクラッシュポッキー 

 

◇ダウンロード期間  

2017 年 12月 26日（火）～2018 年 5 月 31日（木） 

aug-iOS-QRcode aug-GooglePlay-QRcode 

http://cp.pocky.jp/love/
https://itunes.apple.com/jp/app/aug!-kokorowo-dongkasu-kuo/id896414925?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.knowledge_works.aug
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■「恋人はポッキー -Love with Pocky-」キャンペーン 今後の展開について              

【恋人はポッキー総選挙】：2018 年 2 月実施予定 

LINE アンケート機能を活用したリアルタイム投票企画「恋人はポッキー総選挙」を実施。

2018 年 2月上旬から投票を開始し、バレンタインデー当日に結果発表を行います。 

 

【TV-CM「恋」連動】：2018 年 1 月放映予定 

三代目 J Soul Brothers がイメージキャラクターを務める TV-CM の最新作（2018 年 1

月放映予定）で、「恋」をテーマにしたストーリーを展開します。 

 

※ご参考 

【Twitter ティザー施策】 

今回の「恋人はポッキー -Love with Pocky-」キャンペーンに当たり、恋愛気分が高まるク

リスマスシーズン（12/20～24）に、キャラクターのビジュアルを日替わりで一人ずつ、

Twitter で公開しました。 
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■内田雄馬さん（ポッキーチョコレート：赤澤幸一郎役）インタビュー                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――演じたキャラクターについての感想をお聞かせください。 

「すごく真っすぐで、純粋な感じがしました。他の人だったら結構キザになってしまうような

セリフも、ストレートに伝えられるというか。そういう素直なところがとても素敵で、僕自身

も憧れるようなキャラクターを演じることができて、すごく楽しかったです」。 

 

――イチ押しのセリフをお聞かせください。 

「やっぱり『大好きだよ』ですね。今回の収録の中で、いろんなパターンの『好き』を言うシ

ーンがあったんですけど、このセリフは彼の性格、人間性を一番表しているんじゃないかなっ

て。女性に対して『大好きだよ』って言うセリフは、意外と難しいんですよ。そういう言葉を

ストレートに伝えられる人は、やっぱり凄いなと思いました」。 

 

――今年の冬、日本中のお店で「恋人はポッキー」パッケージが並びます。 

ポッキーファンの皆さんにメッセージをお願いします。 

「皆さんもご存知だと思いますけど、ポッキーすごく美味しいです。今もポッキーを食べなが

らお話しさせていただいていて……行儀が悪くてすみません（笑）。僕が演じた赤澤君とシェ

アハピしながら、この美味しい想い、甘い想いを、ダブルで楽しんでいただけたら嬉しいです。

皆さん一緒に、たくさんポッキーを食べましょう！」。 

 

＜内田 雄馬 プロフィール＞ 

2013 年声優デビュー。「アイドルマスターSideM」桜庭薫役、「うたの☆プリ

ンスさまっ♪」鳳瑛二役、「サンリオ男子」源誠一郎役など、10代～20代女

性に人気の高いキャラクターを多数担当。女性声優の内田真礼は実姉。共演も

多く、非常に仲の良い姉弟として知られている。2017 年「第 11 回声優アワ

ード」新人男優賞を受賞。 
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■櫻井孝宏さん（ポッキー＜極細＞：京極次彦役）インタビュー                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――演じたキャラクターについての感想をお聞かせください。 

「名前から感じられるんですけど、育ちが良くて、すごく端正なキャラクターというのが第一

印象です。端正なキャラクターが故の照れというか、ちょっとウブで、意地悪したくなるよう

な感じもあるし、優しくて思いやりがあるというようなニュアンスも感じました」。 

 

――イチ押しのセリフをお聞かせください。 

「オシャレだなと思ったのは『月が綺麗ですね』というセリフ。要はこれ、『アイラブユー』

ってことですよね。夏目漱石のようなインテリジェンスを感じさせつつ、京極次彦くん独特の

照れ隠しでもあり、すごく個性を表しているなと思いました。もし彼のそういう性格を相手が

知っていたとしたら、察するじゃないですけど、じんわり伝わるような表現というか。あと、

「膝枕でうろたえる」というセリフも好きですね」。 

 

――今年の冬、日本中のお店で「恋人はポッキー」パッケージが並びます。 

ポッキーファンの皆さんにメッセージをお願いします。 

「僕もポッキー、大好きなんですよ。プレッツェルの部分の歯ごたえがあって、元々スティッ

ク状のお菓子好きなんですけど、ポッキーを買うなら僕は極細なので、そのキャラクターを担

当させてもらえて、本当に嬉しいです。『極細以外、買わないでください！』って言いたいん

ですけど、そういうわけにもいかないので（笑）。それぞれのキャラクターの個性を楽しみな

がら、ポッキーを味わいながら、素敵な冬を過ごしていただければと思います」。 

 

＜櫻井 孝宏 プロフィール＞ 

アニメ「おそ松さん」松野おそ松役、「コードギアス 反逆のルルーシュ」枢木

スザク役、ゲーム「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-」クラウド・ス

トライフ役など、声優として数多くの人気作に出演。正統派から個性派まで

様々なキャラクターを癖なく演じ、演技の幅は多岐にわたる。 

近年は海外ドラマの吹き替えやナレーションなどでも活躍の場を広げている。 
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■諏訪部順一さん（ポッキー＜THE MILK＞：白山波役）インタビュー             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――演じたキャラクターについての感想をお聞かせください。 

「相手を振り回しちゃうような小悪魔的魅力を持った男子でした。“大人”というよりは、“大

人っぽい”キャラクターという感じで、絶妙な甘さをお楽しみいただけると思います」。 

 

――イチ押しのセリフをお聞かせください。 

「やっぱり『シェアハピしよっか』でしょうか（笑）」。 

 

――今年の冬、日本中のお店で「恋人はポッキー」パッケージが並びます。 

ポッキーファンの皆さんにメッセージをお願いします。 

「それぞれ個性の違った彼らとの甘いひとときを、ポッキーと共にお過ごしいただけると幸い

です。癒しのブレイクタイムとなりますことを」。 

 

＜諏訪部 順一 プロフィール＞ 

「テニスの王子様」跡部景吾役、「うたの☆プリンスさまっ♪」神宮寺レン

役、「ユーリ!!! on ICE」ヴィクトル・ニキフォロフ役など、 

女性から絶大な支持を集める作品で数々の主要キャラを演じてきた実力派

人気声優。セクシーな役柄だけでなく、低音の渋い演技にも定評がある。 

2013 年第７回声優アワードにて助演男優賞受賞。 

ナレーターやラジオパーソナリティとしても活動。 
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■梶裕貴さん（つぶつぶいちごポッキー：古市こころ役）インタビュー       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――演じたキャラクターについての感想をお聞かせください。 

「髪の毛の色もピンクですし、見た目の印象もあってとても可愛らしい男の子だなと思って

いましたが、  設定を読んでみると、『無邪気なのか、計算なのか？』というワードがあっ

て。僕は完全に、すごくピュアな、ただただ純粋に可愛らしい男の子なのかなと思っていた

ので驚きましたね（笑）。『半分は”意識的”にあざとい面もある』という演出をいただい

たので、小悪魔な部分も含めて可愛らしい子、という意識をして演じさせていただきました」。 

 

――イチ押しのセリフをお聞かせください。 

「全体的に、可愛らしかったり、子供っぽく拗ねたりという雰囲気のセリフが多かったんで

すが、個人的にはやっぱり『僕とシェアハピしちゃう?』という、ポッキーならではのセリ

フを 言えたのが嬉しかったです」。 

 

――今年の冬、日本中のお店で「恋人はポッキー」パッケージが並びます。 

ポッキーファンの皆さんにメッセージをお願いします。 

「自身もポッキーファンの一人ですし、高校時代に購買で、たまに贅沢として買っていた思い

出のある”いちごポッキー”のこころ君を担当できて、とても嬉しく思います。これをきっか

けに、また新たなポッキーファンが増えてくれたら素敵だなと思いますので、ぜひご家族や

お友達にもオススメしてみてください」。 

 

＜梶 裕貴＞ 

アニメ「進撃の巨人」エレン・イェーガー役、「七つの大罪」メリオダ� ス

役、「アオハライド」馬渕洸役など主演を多数担当する実力派人気声優。

2009 年には第 3 回声優アワードにて新人男優賞を獲得。2013 年と翌

14年には、同アワードの主演男優賞を史上初の2年連続受賞という偉業を

達成。声優業のみならず舞台出演など活動の幅を広げている。  
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■江口拓也さん（アーモンドクラッシュポッキー：門戸香平役）インタビュー       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――演じたキャラクターについての感想をお聞かせください。 

「アーモンドクラッシュポッキー、めっちゃ食べるんですよ。そういう、普段からよく食べる

ものの声を当てるっていうのは不思議な気分だなと思いました。キャラクターに関しては、あ

ぁ、クラッシュアーモンド感あるなって（笑）。無骨な感じですけど、すごくいいやつだなと

思いながら演じさせていただきました」。 

 

――イチ押しのセリフをお聞かせください。 

「朝寝坊しながらイチャイチャするところとか、いや、もういいから早く行けよと心の中で思

いましたし、深夜の子守唄歌ってやろうか、と言ってんのに、歌が下手なんだ。じゃねーよみ

たいな、そういうポイントもあるんだなって感じですかね」。 

 

――今年の冬、日本中のお店で「恋人はポッキー」パッケージが並びます。 

ポッキーファンの皆さんにメッセージをお願いします。 

「皆さん毎度おなじみ食べていただいてるポッキーですが、それと一緒に声の方も楽しんでい

ただけたら嬉しいなと思います。僕もこれを機に、他のメンバーの声も聞きたいので、そうい

う風にして楽しんでいただいても面白いじゃないかなと。あの味に、そして耳にも楽しんでい

ただければなと思います」。 

 

＜江口 拓也＞ 

2008 年声優デビュー。2011 年「GOSICK -ゴシック-」主人公・久城

一弥役で注目を集め、以降「機動戦士ガンダムAGE アセム編」アセム・ア

スノ役、「俺物語！！」剛田猛男役など数々の作品で主演・メインキャラク

ターを務める。第 6 回声優アワードにて、新人男優賞を受賞。また音楽ユ

ニット「Trignal」としても活動し、最近では舞台にも出演するなど幅広い

分野で活躍している。 
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■製品について                               

 

 

 

 

 

 

 

 

左から、「ポッキーチョコレート」、「ポッキー＜極細＞」、「ポッキー＜THE MILK（ザ ミル

ク）＞」、「アーモンドクラッシュポッキー」「つぶつぶいちごポッキー＜ハートフル＞」 

■製品概要 

  ポッキーチョコレート ポッキー＜極細＞ ポッキー＜THE MILK＞ 

内容量 ２袋 

価格 オープン価格 

特  長 

軽快な食感に焼き上げたプ

レッツェルにコクのあるチ

ョコレートをコーティン

グ。ポキッとした心地よい

食感のポッキーは楽しさい

っぱいの弾むおいしさで

す。プレッツェルにオイル

コートを実施。コク深く、 

くちどけよく仕上げまし

た。 

ポッキーチョコレートの 

約１／２の細さに焼き上げた

プレッツェルにチョコレート

をコーティング。細くて軽快な

のに、チョコ感がしっかりとし

たおいしさです。よりチョコレ

ートをたっぷり楽しめる味わ

いに仕上げました。 

新製法で新発売！！ 

チョコ絡まる、クリスピー・ 

ウェーブ製法。 

さっくり食感のプレッツェ 

ルに、濃厚なミルクチョコ 

（ポッキーチョコレート部 

分比：ミルク 2.5 倍）を絡ま 

せました。 

上品で味い深い風味と、心地 

よい食感が楽しめます。 

 

  
アーモンドクラッシュ 

ポッキー 

つぶつぶいちごポッキー 

＜ハートフル＞ 

内容量 ２袋 

価格 オープン価格 

特  長 

クラッシュしたアーモンド

を１本にぎっしりと散りば

めました。ミルクチョコと

アーモンドの旨みが織りな

す絶妙なおいしさです。食

べ応えのある贅沢な１本に

仕上げました。 

ハート型のプレッツェルに、い

ちご果肉を練り込んだ、ピンク

のポッキーです。 

キュンとする、かわいい見た目

といちごの甘酸っぱさを、お楽

しみください。 

 

 

 

 

 

 

 


