
 

 

 

 

 

 

 

 

2013年 6月 3日 

 

 

「森永ミルクキャラメル」発売 100周年記念の取り組みについて 

～100年のご愛顧に感謝して～ 

 

 

 森永製菓株式会社（東京都港区芝、代表取締役社長・矢田雅之）の「森永ミルクキャラメル」

は、1913年の発売以来、おいしさはもちろん、ロングセラー商品としての安心感で、老若男女問

わず幅広い層の方々に愛され、発売 100周年を迎えました。 

 これを記念し、2013年はご愛顧に感謝する TV-CMをはじめ、100年の歴史を振り返る特別展

の実施や、レシピ本の発行、本社ビルの壁面広告、ブランドサイトの特別コンテンツやキャンペ

ーンなど、さまざまな活動を行ってまいります。 

  

 森永製菓株式会社の創業者である森永太一郎は、明治 32(1899)年、アメリカで学んだ製法をも

とに、日本で初めてキャラメルの製造販売を行いました。その後、日本人の味覚に合わせて改良

を重ね、キャラメルに“ミルク”の冠詞を付け、大正 2(1913)年 6月 10日に「ミルクキャラメル」

を発売しました。1 粒 5 厘のバラ売り用「ミルクキャラメル」は大変好評で、その年の 8 月から

新聞広告を掲載、日本中に「ミルクキャラメル」という名が知れわたりました。 

  

 大正・昭和・平成と、3つの時代を経て多くの方にご愛顧頂いてきた「森永ミルクキャラメル」

は、これからも日本を代表するキャラメルとして、幅広くみなさまに愛される商品であり続ける

よう、創業者の想いとともに、よりよい商品作りを目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  東京都港区芝5-33-1 〒108-8403 

http://www.morinaga.co.jp 

 

＜森永ミルクキャラメル 100周年 キービジュアル＞ 
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【新 TV-CM 森永ミルクキャラメル「100年ずっと」篇】 

 発売 100 周年を迎える「森永ミルクキャラメル」のイメージキャラクターに、女優の上戸彩さ

んを起用し、新 TV-CM「100 年ずっと」篇を、2013 年 6 月 4 日（火）から全国でオンエア開始

いたします。明るく元気な笑顔で幅広い世代から親しまれる上戸さんのキャラクターを通じて、

大正、昭和、平成と、世代を超えた多くのお客様の想い出と一緒に愛され続けている「森永ミル

クキャラメル」の魅力を、印象的かつストレートに訴求していきます。 

  

 タイトル：森永ミルクキャラメル TV-CM「100年ずっと」篇（15秒） 

   オンエア開始日：2013年 6月 4日（火） 

   放送地域：全国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【森永ミルクキャラメル誕生 100周年展】 

 森永製菓株式会社の本社ビルでは「森永ミルクキャラメル誕生 100 周年展」を 6 月 3 日（月）

から 12月 27日（金）まで実施いたします。 

 キャラメルの起源や、「森永ミルクキャラメル」の誕生から現在までのあゆみ、パッケージの変

遷など、普段は目にすることのない貴重な資料をご覧いただけます。 

  

 タイトル：森永ミルクキャラメル誕生 100周年展 ※入場無料 

 展示期間：2013年 6月 3日（月）～12月 27日（金） 

   展示時間：9：00～17：30 

   展示場所：森永製菓株式会社本社ビル（森永プラザビル）2Fロビー 

   展示内容：キャラメルの起源と文化、「森永ミルクキャラメル」のあゆみ など 
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【森永ミルクキャラメル レシピ 100】 

 「森永ミルクキャラメル」を活用したレシピ本が 6 月 4 日頃発売されます。そのまま食べるの

ではなく、「森永ミルクキャラメル」を使って作るおかずやスイーツ、飲み物などのレシピが掲載

されています。うんうんと納得いただけるレシピから、あっと驚くレシピまで 100通り。新しい

「森永ミルクキャラメル」の魅力をご紹介いたします。 

 

 体 裁：新書判変形／128頁（全 4色） 

 価 格：本体 857円（税別） 

 発売日：2013年 6月 4日（火）頃発売 

 著 者：森永製菓株式会社 

 発 行：株式会社徳間書店   

 

 

 

 

 

 

 

 

【森永ミルクキャラメル 100周年記念 ビル壁面広告】 

 記念すべき 100周年を機に、もう一度多くの人たちに「森永ミルクキャラメル」を思い出して

もらいたい、そして食べてもらいたい。そんな強い想いとともに「森永ミルクキャラメル 100周

年記念 ビル壁面広告」は 100 周年事業の象徴として 8 月 31 日（土）まで森永製菓株式会社本

社ビルに描かれます。 

 「森永ミルクキャラメル」のメイングラフィックで使用されているキャラメルとリボンを共通

で使用することで、全グラフィックとのイメージ連動を持たせています。また、「森永ミルクキャ

ラメル 100 周年記念 ビル壁面広告」の隣には、メインキャラクターである上戸彩さんを起用し

た巨大看板を設置。上戸さんが「森永ミルクキャラメル 100周年記念 ビル壁面広告」を見て「あ

っ！」と驚いた表情が、更に 100周年のわくわく感を高揚させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 
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【森永ミルクキャラメルブランドサイト 100周年記念特設ページ】 

 「森永ミルクキャラメル」のブランドサイト（ http://www.morinaga.co.jp/caramel/）では、6

月 3日（月）から 100周年を記念した特設ページをオープンいたします。 

 「森永ミルクキャラメル」をはじめとしたキャラメル商品の紹介や、歴史、100 周年を記念し

た、上戸彩さん出演の新 TV-CM森永ミルクキャラメル「100年ずっと」篇（15秒）、CMのメイ

キング映像など、ここでしか見られないコンテンツが用意されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【森永ミルクキャラメル 100周年記念ムービー「一粒に変わらぬ愛をこめて」】 

 森永ミルクキャラメル１００周年を記念するアニメーションムービー「一粒に変わらぬ愛をこ

めて」が、森永製菓公式 You Tubeチャンネル（http://www.youtube.com/user/morinagangel)に

て公開されました。 

 本ムービーは、森永ミルクキャラメル 100 年の歴史の中で長い間母から子へと受けつがれてき

た“いつの時代も変わらないキャラメルの価値”をテーマにした、親しみやすいアニメーション

作品となっています。 

 物語は、アニメならではの“不思議な体験”を通して描く、母と子のキャラメルをめぐるハー

トフルストーリーに仕上がっています。 

 制作は『鉄コン筋クリート』や『ベルセルク 黄金時代篇』などで有名な「STUDIO４℃」が担

当。アニメーション・ディレクターに芦野芳晴氏を迎え、アニメ業界も注目の布陣で取り組んだ、

意欲作です。 
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【森永ミルクキャラメル 100周年記念プレゼントキャンペーン】 

 6 月 1 日（土）から 10 月 31 日（木）までの間、「森永ミルクキャラメル 100 周年記念プレゼ

ントキャンペーン」を実施します。 

 キャンペーンには、「クイズに答えて応募しよう！」（オープンキャンペーン）、と「キャラメル

商品を食べて応募しよう！」（クローズドキャンペーン）の 2コースがあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

《キャンペーン概要》 

■「クイズに答えて応募しよう！」（オープンキャンペーン） 

実施期間 2013年 6月 1日（土）～10月 31日（木）※当日消印有効 

応募方法 専用応募ハガキまたは郵便ハガキに、必要事項をご記入の上、ご応募くださ

い。なお、キャンペーン専用ホームページアドレス（http://milkcaramel.jp）

からもご応募いただけます。 

※Webからご応募された方は、専用応募ハガキにご記入・ご投函されまして

も、無効とさせていただきます。 

賞品 A賞：100年を味わう熟成バルサミコ酢 

      ムッシーニ グランベッキオ バルサミコ 100年（20名様） 

B賞：100年を楽しむ 老舗旅館宿泊券+旅行券（2万円） 

   ・草津温泉 草津ホテル（20組 40名様） 

   ・城崎温泉 西村屋本館（20組 40名様） 

当選者発表 厳正な抽選の上、当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

ご当選者様には、2013年 11月以降順次賞品を発送いたします。 
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■「キャラメル商品を食べて応募しよう！」（クローズドキャンペーン） 

実施期間 2回の抽選があります。 

第 1回 2013年 6月 1日（土）～2013年 8月 31日（土）※当日消印有効 

第 2回 2013年 9月 1日（日）～2013年 10月 31日（木）※当日消印有効 

応募方法 「森永ミルクキャラメル」対象商品に付いている「M」のマークを線に沿っ

て切り取り、ご希望のコース分集めて、専用応募ハガキまたは郵送ハガキに

テープ等でしっかりと貼ってお送りください。なお、キャンペーン専用ホー

ムページアドレス（http://milkcaramel.jp）からも応募ハガキをダウンロー

ドいただけます。 

対象商品 ミルクキャラメル／あずきキャラメル／ヨーグルトキャラメル／森永ファ

ッジ／ハイソフト＜ミルク＞／塩キャラメル／小枝＜ミルクキャラメル＞

／ミルクキャラメル袋／塩キャラメル袋／アーモンドキャラメル袋／ミル

クキャラメルアイス／ミルクキャラメル ホットケーキミックス／森永ミル

クキャラメルクッキー／牛乳で飲むココア ミルクキャラメル味／森永ミル

クキャラメルケーキ／小枝＜ミルクキャラメル＞大袋／ミルクキャラメル

大箱／あずきキャラメル大箱 

＜森永乳業商品＞ピノ ミルクキャラメル味／ミルクキャラメルドリンク 

賞品 A賞：Vitantonioワッフル&ホットサンドベーカー（100名様×抽選 2回） 

B賞：Lekue（ルクエ）デコペン（100名様×抽選 2回） 

上記外れた方対象：森永ミルクキャラメル レシピ 100（1,000名様×抽選

2回） 

当選者発表 厳正な抽選の上、当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

ご当選者様には、第 1回抽選は 2013年 9月以降、第 2回抽選は 2013年 11

月以降順次賞品を発送いたします。 

 

※ハガキ 1枚につき「クイズに答えて応募しよう！コース」か「キャラメル商品を食べて応募しよう！コース」の、どちらか 1つのご

応募となります。 

※当キャンペーンは森永製菓（株）が主催しています。森永製菓（株）社員とその関係者は応募できません。 

※商品の発送は日本国内に限ります。 

■宛先： 

 〒110-8691 日本郵政株式会社 上野郵便局 郵便私書箱 123号 森永製菓（株） 

「森永ミルクキャラメル 100周年記念プレゼントキャンペーン事務局」係 

■キャンペーンに関するお問い合わせ先：  

 森永ミルクキャラメル 100周年記念プレゼントキャンペーン事務局 

 事務局番号：03-5610-2045（土日祝日を除く平日 10：00～17：00） 
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【100周年記念商品】 

 森永ミルクキャラメル発売 100周年を記念し、「森永ミルクキャラメル」のブランド記念商品、

全 6品を 6月 10日のミルクキャラメルの日に向け、順次発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜お客様お問合せ先＞ 

森永製菓株式会社  お客様相談室  ＴＥＬ：0120-560-162 

 

 


