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2013 年 10 月 1 日

森永製菓株式会社（東京都港区、代表取締役社長・新井 徹）は、12 個入りの定番チョコレート

『ダース』のイメージキャラクターに、女優・モデルの波瑠さんを起用し、全 12 タイトルの連続 WEB

ムービー「ダース 12 つぶの物語」篇を、2013 年 10 月 1 日（火）から『ダース』公式 WEB サイト

（http://www.morinaga.co.jp/dars/）にて限定公開いたします。また、連続 WEB ムービーのダイ

ジェスト版の TV-CM「ダース 12 つぶの物語」篇（15 秒・30 秒）を 10 月 1 日（火）から全国で放映

いたします。

「ダース 12 つぶの物語」篇

－ 『ダース』 WEB ムービー －

12 本の連続ＷＥＢムービーで気になる恋の行方を追跡

『ダース』の新イメージキャラクター

波瑠さん主演で送る
甘くてちょっぴりほろ苦いラブストーリー

「この恋はどうにも こうにも 止まんないダース！」

「ダース 12 つぶの物語」篇

2013 年 10 月 1 日（火）より 『ダース』公式 WEB サイト公開

東京都港区芝5-33-1 〒108-8403

http://www.morinaga.co.jp
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
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■WEB ムービーについて                                          

「ダース 12 つぶの物語」篇は、『ダース』をこよなく愛する主人公・ほりぐっちゃんこと波瑠さんの、

甘くてちょっぴりほろ苦いラブストーリーを描いた、全 12 本の連続 WEB ムービーです。彼女がひ

そかに想いを寄せる相手は、会社の同僚で、チャーミングな坊主頭が印象的な山田くん。物語は

山田くんと偶然一緒になったエレベーターで、ほりぐっちゃんが思い切って彼に『ダース』を差し出

すところから始まります。何かと語尾に「ダース」を付けたがる彼女の言葉を借りれば、二人の恋

の行方は「浮き足ダース」あり、「笑いダース」あり、「泣きダース」ありと、思いもよらない展開の連

続。「どうにも こうにも 止まんないダース」と突っ走る、ほりぐっちゃんの恋物語は果たして結末を

迎えるのか。最後まで目が離せない「ダース 12 つぶの物語」篇に、ぜひご注目ください。

■登場人物キャラクター設定                                         

ほりぐっちゃん（波瑠さん）

山形出身。家族構成は両親、姉、弟。実家の山形から上京して、現在一人暮

らし。社歴 4 年目。元々素朴で割と男っぽい性格が、山田を好きになってから

少し様子がおかしい。周りによく「ほりぐちさんは若いのに落ち着いてるねぇ」と

言われるが、恋愛経験はほとんど積んでいないため、恋愛精神年齢は 15 歳ぐ

らい。突然の恋に翻弄されまくり。机の引き出しには『ダース』常駐。

山田（前野 朋哉さん）

野球枠で「浜野テック」に就職。社歴 3 年目でほりぐっちゃんのいっこ

下。元野球部で、高校時代のジャージを愛用し、ジョギングしている。正

直者ゆえに、周りには生意気と思われがち。長文が苦手で、できれば会話

は単語で済ませたいと思っているが、実は幼少期をインドで過ごし、イギ

リス英語が堪能。

サトコ（安藤 玉恵さん）

社歴不明。年齢は秘密。80 年代には八王子市内でぶいぶい言わせていた

らしい。メイク道具とクローゼットの中身は 10 年前から変わらず、サバ

サバした性格だが、時々妙な色気を醸し出し、周りをやきもきさせている。

専務と恋仲であることは社内でバレバレ。

■撮影エピソード                                            

秋冬の設定ながら、7 月に全てのシーンを撮影した今回の CM。気温 35℃を超える猛暑のロケ

地で、スタッフ全員汗だくの中で撮ったとは思えないほど、終始涼しい顔で撮影に臨んでいた波瑠

さんの演技は必見です。また、河川敷での撮影では、突然の雷雨に襲われ、急遽ロケバスに避難

するハプニングが発生。それでも、雨雲が通り過ぎるのを待ちながら、みんなで回し食べした

『ダース』の味は格別でした。
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■WEB ムービー「ダース 12 つぶの物語」ダイジェスト画像① ＜第 1 話～第 6 話＞                               

1.「おひとついかがダース？」

会社のエレベーター。いつもは何も

感じない彼にドキドキ・ソワソワ。ほ

りぐっちゃんの恋物語はここから始

まる。

2.「まじダース♥」

社内に好きな人がいることを、先輩

のサトコさんに打ち明けるほりぐっ

ちゃん。ヒントはスキンヘッド！

3.「声ダースていこー！！」

サトコさんと一緒に山田の草野球を

応援。ほりぐっちゃんの走り出した

恋は、もう止まらない。

4.「すきダース？すきじゃないダース？」

『ダース』で恋占い中。『ダース』の中身は

どれも 12 粒。ということは、1 粒ずつ上に

積んでいくと、結果は？？

5.「ドキドキダース？」

山田に付き合っている彼女がいな

いかどうか、探りを入れるほりぐっ

ちゃん。ついに、告白か！？

6.「ダース体操」

会社の屋上で元気にダース体操を

するほりぐっちゃん。隣のサトコさん

の動きが妙に色っぽくて。
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■WEBムービー「ダース 12つぶの物語」ダイジェスト画像②＜第 7話～第 12話＞                               

7.「のろけダース」

実家の姉と電話で、男は生意気

ばっかとノロケ話。でも、「それがま

ためんこい（カワイイ）んダース」。

8.「まちぶせダース」

山田の日課のジョギングの通り道

で、おめかしして待ち伏せ。でも、な

かなか素直になれなくて……。

9.「ショック！ダース！」

なぜか山田と険悪な雰囲気。彼の

口から思わぬ言葉が飛び出し、ほ

りぐっちゃん、動揺を隠せません！

10.「やけ食いダース」

コンビニで『ダース』を買い占めるほ

りぐっちゃん。バレンタインにはまだ

早いけど……。

11.「も～やダース」

まさかの展開に、仕事が全く手につ

かず。後輩思いのサトコさんの優し

さが、唯一の救いかも。

12.「青春ダース」

土手から思いっきり転がって憂さ晴

らし。ほりぐっちゃんの甘くて、ちょっ

ぴりほろ苦い恋物語、ここに完結！
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■プロフィール

◇波瑠（はる）

   生年月日 ：   1991 年 6 月 17 日（22 歳）

  血液型   ： O 型

  出身地   ： 東京都

＜主な作品＞

・映画

「潔く柔く」 監督：新城毅彦 2013 年 10 月

「100 回泣くこと」 監督：廣木隆一 2013 年 6 月

「絶叫学級」 監督：佐藤徹也 2013 年 6 月

「みなさん、さようなら」 監督：中村義洋 2013 年 1 月

・ドラマ

CX 「救命病棟 24 時」 2013 年 7 月クール

NHK 「書店員ミチルの身の上話」 2013 年 1 月～全 10 回

・雑誌

集英社 「non-no」専属モデル 2012 年 4 月～

■制作スタッフ                                             

CD             黒須美彦

PL              萩原ゆか、山口真理子

C              細川美和子

AD             玉置太一、平野奈央

Pr              福井亜希子、古田哲也

PM                   小林洋介、平田大輔

演出         垣内美香

撮影         浅川英郎

照明         田村成道

美術                  豊山博光

スタイリスト        明石恵美子、加藤和恵

ヘアメイク        松岡奈央子、中軍裕美子
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【商品概要】

商品名 ダース<ミルク> ダース<ビター> 白いダース

商品画像

商品特長

キャラメリックでコクのある

ミルク風味を活かした濃厚な

ミルクチョコです。

トップに華やかなカカオの香り

がありつつ、後味はすっきり食べ

やすいビターチョコです。

クリーミーで濃厚なミルクを活か

したホワイトチョコです。

※お召し上がりいただいた後に簡易に折りたためるよう、パッケージ裏面に破線を入れています。

名称 チョコレート

販売期間 既発売

発売地域 全国/全ルート

内容量 12粒

参考小売価格 105 円（税込）

JANコード 4902888117053 4902888117541 4902888117084 

＜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


