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本件の情報解禁は 5 月 27 日(水)午前 0 時とさせていただきます。

事前の報道はごだきますようお願い申し上げます。!

2015 年 9 月 24 日

「コカ・コーラ」ハロウィンキャンペーン 2015

ハロー!ハロウィン!!
一緒に、はじけちゃおう！

新 CM キャラクターに、きゃりーぱみゅぱみゅさんを起用！

赤いハロウィン衣装でゾンビ風ダンス!?
日本初となる「コカ・コーラ」のハロウィンＣＭには、

きゃりーぱみゅぱみゅさん新曲ミュージックビデオと

コラボした新 TVCM『HALLOWEEN DANCE PARTY』篇が

2015 年 9 月 28 日（月）から全国で放映開始！

コカ･コーラシステムは、「コカ・コーラ」ボトル生誕 100 周年を迎える「コカ・コーラ」の秋のキャン

ペーン「ハロウィンキャンペーン 2015」のスタートにともない、イメージキャラクターにきゃりー   

ぱみゅぱみゅさんを起用し、新 TV-CM『HALLOWEEN DANCE PARTY』篇（15 秒）を 2015 年  

9 月 28 日（月）から全国で放映を開始します。キャンペーンの目玉となる、本 TVCM は、きゃりー

ぱみゅぱみゅさん初となるハロウィンソングである新曲「Crazy Party Night ～ぱんぷきんの逆襲

～」とそのダンスです。独特のファッションセンスや感性からハロウィンと親和性が高いイメージを

持つきゃりーぱみゅぱみゅさんのポップで楽しい世界観が、日頃の自分を解放する「コカ・コーラ」

のイメージと融合し、元気に明るく弾けたハロウィンをお届けてしてまいります。

TVCM をはじめ、 きゃりーぱみゅぱみゅさんが着用した TVCM 衣装と同じ世界観のライセンス

商品の発売も予定しており、「コカ･コーラ」がハロウィンの新たな定番キーアイテムであることを訴

求してまいります。

本件の情報解禁は 9 月 24 日(木)午前 0 時とさせていただきます。

事前の報道はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
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■きゃりーぱみゅぱみゅさんのダンスと衣装に注目！はじけたくなる新 CM！                   

「コカ・コーラ」は、日ごろの日常を特別にする飲み物です。いつもの仲間や家族とつながって

一緒にハロウィンを楽しもう！という趣旨のもと、「ハロー!ハロウィン!! 一緒に、はじけちゃおう!」を

テーマにキャンペーンをスタートします。本キャンペーの目玉である、今回の新 TVCM では、   

きゃりーぱみゅぱみゅさん初のハロウィンソングとなる新曲の「Crazy Party Night ～ぱんぷきん

の逆襲～」とコラボレーションしました。アーティストとして活躍するきゃりーぱみゅぱみゅさんは、

デビュー以来、日本の“カワイイ”文化のアイコンとしても注目を集めている存在。そんな、きゃりー

ぱみゅぱみゅさんを起用した新 TVCM は、おもちゃ箱をひっくり返したような、赤いオブジェがいっ

ぱいのハロウィンパーティー会場で、潜入リポーターの衣装を着て「コカ・コーラ」を飲んでいます。

新 TVCM では、明るく楽しい元気のある世界観はもちろん、ハロウィン時期の定番に「コカ・コー

ラ」がなることを目指し制作しました。「コカ･コーラ」の赤いサンタクロースが有名になったように、

楽しい場所にはいつも「コカ・コーラ」があるということを訴求してまいります。「楽しくて明るい」とい

うのは、「コカ･コーラ」ときゃりーぱみゅぱみゅさん両方が持ち合わせているイメージで、その要素

をシンプルに組み合わせることができました。見た人がはじけたくなる、見どころ満載の TVCM に

仕上がっています。

2015 年 9 月 28 日（月）から全国で放映開始の新 TVCM『HALLOWEEN DANCE PARTY』篇

では、赤いハロウィン衣装を着たきゃりーぱみゅぱみゅさんが、カラフルなハロウィンキャラクター

たちと楽しいダンスを披露します。こちらの新 TVCM は、新曲のミュージックビデオとキャスト、  

制作スタッフ、セット、衣装、ダンスなどが同じで、世界観を共有しています。きゃりーぱみゅぱみゅ

さんをはじめ、ハロウィンの仮装をしたダンサーの衣装など印象的な TVCM にご注目ください。

■『HALLOWEEN DANCE PARTY』 篇（15 秒）CM ストーリー                                          

赤いオブジェがいっぱいのハロウィンパーティー会場で、きゃりーぱみゅぱみゅさんが、潜入リ

ポーターの衣装を着て「コカ・コーラ」を飲んでいます。

きゃりーぱみゅぱみゅさんが「コカ・コーラ」をごくっと飲むと、ハロウィンの世界が広がります。

ポン！と、たくさんの煙（同時に赤いキラキラした紙吹雪）が出てきて、赤と黒をベースにした、  

かぼちゃ形の衣装にチェンジ！さらに、カラフルなハロウィンキャラクターや「ボトル君」が現れ、

楽しいダンスシーンが始まります。

おもしろくてまねしたくなるような、きゃりーぱみゅぱみゅさんとハロウィンキャラクターたちのダン

ス。きゃりーぱみゅぱみゅさんは、決めポーズをとってカメラに向かい、「一緒にはじけちゃおう！」

とメッセージを送ります。

「コカ・コーラ」を飲むきゃりーぱみゅぱみゅさん、「コカ･コーラ ライフ」と「コカ･コーラ ゼロ」を

飲むハロウィンキャラクター 2 体。最後にポン！ と、たくさんの煙と紙吹雪があがり、          

きゃりーぱみゅぱみゅさんは「コカ・コーラ」のボトルに変化します。
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■撮影エピソード                                          

撮影は 8 月上旬、都内スタジオで行われました。当日は各地で猛烈な暑さが続き、東京でも連

日の猛暑日となり、屋内であっても暑さを感じる中、きゃりーぱみゅぱみゅさんは、赤と黒をベース

カラーとした、かぼちゃをかたどったオリジナルのハロウィンドレスを着用。

ちょっと奇妙なハロウィンホームパーティーをイメージした、赤、黒、白で統一されたポップな雰

囲気のセットを見て「わー！かわいいー！」と大興奮。その後は、ウレタン素材のテレビ形モチーフ

を頭にかぶったハロウィンキャラクター“スーパーヒーロー”や、モコモコ素材でできた“犬”の着ぐ

るみを目にすると「頭、重くないですか？」「暑くないですか？」と気遣っていたきゃりーぱみゅぱみ

ゅさん。「キャラクターもかわいい！」と、共演者たちに何度も話しかけ、スタジオを和やかムードで

包みました。

また、途中で潜入リポーターの衣装に着替え、モニターを確認

した際は「え？誰（笑）？」と、ご自身に対して思わずツッコミ。      

エレガントな巻き髪スタイルで、ゴージャスな眼鏡を掛けたご自身

の姿に驚かれていました。

一番の見どころについて尋ねたところ、「ダンスの振り付けがと

てもかわいく、誰でも真似しやすいゾンビ風の振り付けになってい

るので、そこの部分を一緒に踊っていただければ、楽しいかなと

思います」と、きゃりーぱみゅぱみゅさん。ハロウィンキャラクター

に扮したダンサーや振付師、監督と一緒に、足の動き、手の動き

を入念にチェックしている姿も印象的です。

ハロウィンと言えばオレンジや紫色のイメージですが、今回の衣

装は、「コカ･コーラ」のテーマでもある赤と黒をベースにしました。いつもはパステルカラーやビビッ

ドな色を着ることが多いきゃりーさんですが、「コカ・コーラ」のテーマカラーである「赤」と「黒」がベ

ースとなって、大人っぽさを演出し、新しいイメージに挑戦。ハロウィンっぽさがわかるよう、袖やス

カートがかぼちゃの形をしていたり、ボトル君とお揃いの目玉がついているのがポイントです！「ヘ

アカラーは、赤なんですけど、いつもは毛先に色を入れるところ

を、今回は頭から赤色に。 大きなリボンも付けているんですよ」

と楽しそうにお話しいただきました。

「コカ・コーラ」のハロウィンキャンペーンの TVCM 出演が決

まった時の気持ちを伺うと、「もともと『コカ･コーラ』が大好きなの

で、CM に出演できてすごくうれしいです。『コカ・コーラ』を初めて

飲んだのは、小学校低学年の夏休みだったと思います。真っ黒

な炭酸飲料なので、当時は、どんな味がするんだろうとドキドキ

しながら飲みました。めちゃくちゃおいしいし、元気の出る飲み
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物だと思いました。今でもよくライブの後に飲んでいます」と、「コカ・コーラ」愛を語っていただきま

した。

ハロウィンについては、「去年、ティム・バー

トンさんにお会いする機会があって、『ティム・

バートンのコープスブライド』という作品のエミ

リーという  キャラクターの仮装をしました。メ

イクさん、スタイリストさんについていただいて、

全身真っ青の仮装に挑戦しました。そのクオ

リティーがすごく高くて、今でも気に入っていま

す。今年のハロウィンは去年を超えるクオリテ

ィーの高いものにしたいと、楽しみにしていま

す。また、初めてハロウィンをテーマにした新曲「Crazy Party Night ～ぱんぷきんの逆襲～」（作

詞・作曲：中田ヤスタカ）がリリースしたので、この曲でハロウィンを盛り上げていきたいと思ってい

ます」と気合十分です。

ファッションの秋ということで、ファッションア

イコンであるきゃりーぱみゅぱみゅさんに、秋

のコーディネートについてお聞きしたところ、

「秋になるとチェック柄が着たくなります。夏はT

シャツ、冬はコートを着ることが多くなりますが、

秋は ちょっと肌寒い季節。チェックのガウンな

どを 羽織ってお散歩したいなと思います」と語

っていただきました。

今回の撮影に関しては、「ハロウィンの CM だったので、すごく楽しかったです。いろんなキャラ

クターがハロウィンを表現し、セットもかわいくて、こんなすてきな CM に出られて幸せです！ハロ

ウィンは、ともかく CRAZY になったもん勝

ち！『コカ･コーラ』を飲んで、一緒にはじけ

ちゃおう！！」と語っていただきました。

きゃりーさんの明るくて楽しい雰囲気に包

まれ、ハロウィンダンスを収録し、大きな拍

手と歓声に包まれて撮影は終了しました。
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■新 TVCM「ハロー！ハロウィン！！一緒に、はじけちゃおう！」篇（15 秒） CMストーリーボード

『ボトル君』たちも踊る

3 色のボトルに変身

ミュージックビデオに

登場する

「潜入レポーター」に

扮したきゃりー

「一緒に、はじけちゃおう！」

ハロウィンダンサーと

ともに踊る
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■CM 楽曲                                              

歌手 ： きゃりーぱみゅぱみゅ

楽曲名 ： Crazy Party Night ～ぱんぷきんの逆襲～

作詞 ： 中田ヤスタカ（CAPSULE）

作曲 ： 中田ヤスタカ（CAPSULE）

発売日 ： 2015 年 9 月 2 日（水）

■CM 概要                                              

タイトル ： 「HALLOWEEN DANCE PARTY」篇（15 秒）

出演  ： きゃりーぱみゅぱみゅ

放映開始日 ： 2015 年 9 月 28 日（月）

放送地域 ： 全国

■CM スタッフリスト                                         

広告会社                 ： 株式会社 電通

CD                 ： 平石洋介

PL/CW ： 奥野圭亮

AD ： 吉森太助

AE ： 小島理

AE ： 石川智良

AE ： 山崎亮太郎

CP ： 仁禮義智

CP ： 菅野智子

ExPr ： 朝比奈勇

Pr ： 粟津勇樹

Pr ： 阿部知史

Dir ： 田中 裕介

Cam ： 半沢健

Light ： 大竹均

Art ： 宮澤憲一

Art ： 杉山純

Special makeup ： JIRO

Sty ： 飯嶋久美子

HM ： 小西神士

PM ： 佐藤貴
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■LINE の 着せかえを無料配信

10 月 8 日（木）から 180 日間限定で、LINE 全体の画面デザインを自分好みに変更することが

できる「着せかえ」の無料配信を実施します。コカ･コーラ LINE (LINE ID: @cocacolajapan)を友

だちに追加すると、LINE アプリにおける主要な画面を、期間限定で、「コカ・コーラ」の赤いハロウ

ィンにして楽しむことができます。

使用期間 ：180 日間

■リアル体験 「コカ･コーラ」 x ハロウィン限定グッズ発売！

きゃりーぱみゅぱみゅさん TVCM 衣装と同じ世界観の「コカ･コーラ」 x ハロウィン限定グッズを、

9 月 28 日よりカジュアルアパレルショップ SPINNS にて発売します。

「コカ･コーラ」ハロウィンキャラクターのデザインをベースにした限定Ｔシャツやパーカーなど、  

ポップでかわいいアイテムを購入して、ハロウィンイベントで

はじけよう！以下、商品の展開店舗およびサイトになります。

spinns 原宿 2 号店、2.5spinns(原宿)、spinns 名古屋店、

spinns、大阪アメリカ村店、superspinns 三宮店、spinns 広島店、

superspinns 福岡 天神コア店店頭および spinns 公式通販サイト

「コカ・コーラ」ハロウィンキャラクターＴシャツ￥2,990(税別)

「コカ・コーラ」ハロウィンキャラクターワンピース￥4,990(税別)

「コカ・コーラ」ハロウィンキャラクターパーカー￥4,990(税別)

ライセンシンググッズに関するお問い合わせ先：

0120-011-984 スピンズカスタマーセンター
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■リアル体験 「コカ･コーラ」 ｘ ハロウィン フィッティングルーム

ハロウィンの盛り上がる渋谷エリアにて、フィッティングルームを「コカ･コーラ」がプロデュースし

ます。若者に人気の大手ファッションビル と「コカ･コーラ」がコラボした着替えスペースやフォトス

ポット、ハロウィングッズを提供し仮装女子自らがメディアとなって、Twitter などの SNS へ拡散す

ることを狙います。

時期：10 月 24 日（土）～10 月 31 日（土）

場所：渋谷マルイ 8 階イベントスペース

時期：10 月 30 日（金）、10 月 31 日（土）

場所：渋谷パルコ スペイン坂広場

■あなたもきゃりーぱみゅぱみゅに?! 「コカ・コーラ」ハロウィンダンスコンテストを開催！

10 月 2 日（金）から 10 月 22 日（木）まで、ティーンに絶大な人気を誇る動画コミュニティ

『MixChannel（ミックスチャンネル）』とタイアップし、「コカ・コーラ」のハロウィンキャンペーンソング

に絡めた投稿型ダンスコンテストを開催します。コンテンストの詳細は、9 月 28 日（月）に、     

「コカ･コーラ」公式サイト（cocacola.jp）で発表いたします。

ハロウィンを楽しみにしているみなさんと一緒に、「コカ・コーラ ハロウィンキャンペーンソング」と

ダンスで、かつてないほど、ハロウィンを盛り上げてまいります。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
「コカ･コーラ ハロウィンキャンペーン」広報事務局（株式会社電通パブリックリレーションズ内）／担当：石井

TEL：03-5565-8937/FAX：03-3542-0616

【一般のお客様からのお問い合わせ先】
コカ･コーラお客様相談室 TEL：0120-308509


