
 株式会社レーベン販売（横浜市西区 代表取締役：高部 篤）は、軽く引くだけでどんな根菜も口当たりふん

わり、まるで葉野菜のような食感に、手軽に根菜を波切りカットができる当社の大ヒット商品『ののじ 根菜フリ

ルサラダ 削り～ナ』のイメージキャラクターに女優・福原遥さんを起用し制作した、動画広告『ののじ 根菜フ

リルサラダ 削り～ナ（フリルドレス篇・大根うす切対決篇）』を、11月26日（土）0時からYouTube、当社ホーム

ページで公開いたします。また、Facebook（Videoad）、街頭大型ビジョン、トレインチャンネル、シネマアドでも、

同日から公開いたします。 

報道関係者各位 
2016年11月25日 

株式会社レーベン販売 

■動画概要 

タイトル       ：『根菜フリルサラダ 削り〜ナ フリルドレス』篇（30秒） 

動画URL      ：http://www.nonoji.jp/movie/index.php#dress 

メイキング動画URL：http://www.nonoji.jp/movie/index.php#dressmaking 

公開日        ：2016年11月26日（土）  

商品概要URL   ：http://www.nonoji.jp/event/kezurina/ 

「ののじ 根菜フリルサラダ 削り～ナ」 

◆福原さんが総フリルのオートクチュール風ドレスで登場！それは“食べられるドレス”だった！ 

今回、動画に出演したのは、女優の福原遥さん。動画では、総フリルのオレンジと白の豪華なオートクチュー

ル風ドレスを身にまとった福原さんが登場し、その姿をカメラマンが撮影しています。すると突然、福原さんは

オレンジ色のフリルを１枚もぎ、「パリッ」と良い音を出しながら食べてしまいます！実はドレスは薄くスライスさ

れたニンジンと大根の野菜でできた「食べられるドレス」なのでした！モードな装いの福原さんと、その衣装を

食べちゃう、という演出のギャップが楽しい動画です。ぜひご覧下さい。 

女優・福原遥さんが大人なモードスタイルに初挑戦！ 

総フリルのオートクチュール風ドレスで登場！でもフリルの素材は・・・ 

『フリルドレス』篇 11月26日（土）公開 

『大根うす切対決』篇も同時公開 



 

  

◆CMストーリー 

 

◆撮影に使用した野菜ドレスについて 

 

『根菜フリルサラダ 削り〜ナ』で削った大根とニンジンのフリルがまるで羽根のように施された、モードな雰囲

気のドレスです。大根を使ったタイトなワンピースと、ニンジンを使った前側が短く後ろ側に向かって丈が長く広

がる「フィッシュテールスカート」を組み合わせた斬新なスタイルです。 

白とオレンジの２色使いで、ワンピースもスカートも全体に野菜の総フリルが施されているため、ゴージャスな

印象を与えます。また、髪飾りや靴にも野菜フリルが施されていますが、そこでは繊細なイメージを出すために、

大根の他、キュウリを使用するなど工夫を凝らしています。 

今回ドレスに使用したニンジンは40本、大根は5本で、ドレスの総重量は5kgにもなりました。野菜フリルの総枚

数は700枚（大根200枚、ニンジン500枚）にもなり、それらを１枚１枚丁寧に、福原さんの体型に合わせた下地

のベースに縫い込んでいくという地道な作業となりました。一方、また、生の野菜を使用しているため、本番ま

でに野菜が傷むことがないよう、素早く作り上げる必要がありましたが、制作時間は野菜を削るところから、わ

ずか3時間で仕上がりました。『根菜フリルサラダ 削り〜ナ』は包丁や他のピーラーに比べ、素早く、薄く、均等

に野菜フリルが作れるため、そういった短時間での作業、クオリティの高い仕上がりが可能となりました。 

撮影本番前、出来上がったドレスを見た福原さんは「可愛い！」と、思わず感嘆の声を上げました。「まさかこ

のドレスが野菜で作られているとは」と驚きを隠せない様子で、ドレスの精巧さを物語るエピソードとなりました。 

煉瓦壁を背景に、窓からの外光で浮かび上がる福原さん。総フリルのオレンジと白の豪華なオートクチュール

風ドレスを身にまとっています。カメラマンがその姿をバシバシとシャッターを切り撮影する様子は、海外の

モード写真の撮影さながらです。すると突然、福原さんはおもむろにスカート部分のオレンジ色のフリルを１枚

もいだかと思いきや、なんとそれをおもむろに口元にもっていきます。その瞬間、「パリッ」という良い音が響き

渡ります。その直後、「根菜フリルサラダ 削り〜ナ」で薄くニンジンがスライスされるシーンに切り替わると同時

に「そのフリルは野菜から生まれた」という福原さんのナレーションが入り、ドレスが実は、薄くスライスされたニ

ンジンや大根で作られた「食べられるドレス」だったことが分かります。 

大人に成長し、ちょっと大人っぽいモード風なドレスもバッチリ着こなす福原さんのクールな美しさと、実はその

ドレスのフリルが身近な野菜で作られて、福原さんが美味しく食べちゃう、という演出のギャップが楽しめます。 



ふくはら はるか 

誕生日 :  1998年8月28日 
出身地 :  埼玉県 
血液型 :  A型 
身 長 :  159cm 

 

メインキャスト 

福原 遥 

 

2005年テレビドラマ『恋の時間』で、デビュー。 

2009年料理番組『クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!』の主

役を約4年間務める。 

同年には番組の主題歌である『キッチンはマイステージ』で、

CDデビュー。 

2012年『ピチレモン』のオーディションでグランプリを獲得し、

モデルデビュー。 

2015年株式会社レーベン販売『ののじ』とピチレモンのコラ

ボ企画にてイメージキャラクターを務める。 

福原遥さんインタビュー 

■ テレビ 
「刑事 犬養隼人」（朝日放送・テレビ朝日系） 
「レンタル救世主」（日本テレビ系） 
「グッドモーニング・コール」（フジテレビ系） 
「ニャンちゅうワールド放送局」（NHK Eテレ） 
 
■映画 
「チア☆ダン～女子高生が 
チアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～」 
（2017年春公開） 
 

■CM 
菅公学生服(株) 「カンコー学生服」 
 
■雑誌 
8/10(水) 「FINEBOYS」9月号（2016.8.10） 
9/10(土) 「アニメディア 10月号」(2016.9.10) 
9/24(土) 「サッカーゲームキング」11月号(2016.9.24) 
 
「B.L.T」連載 
「YOUPAPER」連載 
 
■写真集 
「はるかかなた」(2016.8.23) 

 

Qドレスを着た感想は？ 

「衣装がどんな感じが想像が付かなかったんですが、大根とニンジンでこんな可愛い衣装が作れるんだって

びっくりしました。衣装は思ったより重かったです。でも大根とニンジンを合わせた匂いが梨のような匂いに感

じて、撮影中は甘い香りに包まれていました」 

 

Q根菜フリルサラダ 削り〜ナの使い心地は？ 

「全然違いました。薄さもピーラーだとこんな感じに削れません。食感もシャキシャキシャキっとなって全然違い

ます」 

 

Q動画をご覧になるお母さん達へのメッセージ 

「根菜フリルサラダ 削り〜ナを使うことで、お子さんも包丁よりも安全で、気軽にお料理ができると思います。

根菜フリルサラダ 削り〜ナを持ってお子さんと一緒に野菜を削ったら、野菜をもっと食べてくれるんじゃないか

なと思います」 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
●白を貴重とした
フリルのドレスを
着た福原さん。 
 
 
 
 
 
●クールにポー
ズを取り、その様
子を フ ォ ト グ ラ
ファーが次々に
シャッターを切っ
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●すると福原さん
が、おもむろにフ
リルの一枚をプ
チッ！ともいで、
ゆっくりと口元に
持って行きます。 
 
 
●カメラマンも思
わず手をとめてそ
の様子を魅入り
ます。 
 
 
 
 
 

「フリルドレス篇」ストーリーボード（30秒） 

●そのままフリル
をパリッと良い音
を出しながら食べ
てしまいます！ 
 
 
福原さんナレー
ション 
「そのフリルは 
野菜から生まれ
た」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福原さんナレー
ション 
「 ののじ削り〜
ナ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●C.I. 



 

  

◆もうひとつの動画『大根うす切対決』篇では、クッキング対決が見られる！ 

動画は、「フリルドレス篇」の他、「大根うす切対決」篇も制作されました。 

そこでは、福原さんと現役のシェフが「大根のうす切」で対決する様子が見られます。「根菜フリ

ルサラダ 削り〜ナ」で大根を削る福原さんと、現役のシェフが包丁を使って大根のうす切を行い、

どちらが早く切れるか対決。シェフは素早い包丁さばきを見せますが、なんと福原さんの方が早

さが段違い！そして薄さも均等です。シェフが焦るのをよそ目に一歩早く切り終えた福原さんは、

ドレッシングをかけてサラダにして食べ始めます。『根菜フリルサラダ 削り〜ナ』は波切りカットが

できるので、溝にドレッシングが絡まり美味しく仕上がることについても、試食したシェフは思わ

ずびっくり。プロをも唸らす製品だということが伝わってくる動画に仕上がりました。 

クリエーティブディレクター 下田 路晴 

営業              鵜飼 聡晃 

キャスティング            中村 岬  

プロデューサー        植田 誠/スターランドコミュニケーション 

プロダクションマネージャー    高田 悠人/スターランドコミュニケーション 

プロダクションアシスタント     秋元 麻友/スターランドコミュニケーション 

 

演出               サヤマ マコト 

撮影                  田蔦 誠 

照明                  慶野 幸司 

スタイリスト           飯間 千裕 

ヘアメイク            肥沼 美代子 

フードコーディネート①       高橋 恵美子 

フードコーディネート②       森澄 淑子   

ポストプロダクション        坂本 昭尚・田端 亮一/メディアシティ 

グラフィックカメラマン       大橋 愛 

メイキング            毛塚 幸朗 

出演者             福原 遥                    

  

撮影スタジオ             9/17 宮前アバコ 9/19 スタジオ「vence(ヴァンス)」 

制作スタッフ 

■動画概要 

タイトル       ：『根菜フリルサラダ 削り〜ナ 大根うす切対決』篇（30秒）  

動画URL      ：http://www.nonoji.jp/movie/index.php#taiketsu  

メイキング動画URL：http://www.nonoji.jp/movie/index.php#taiketsumakin 

公開日        ：2016年11月26日（土）  



『ののじ 根菜フリルサラダ 削り～ナ』製品概要 

短い・削り節状 
鉛筆を削るように食材を回しなが
ら、食材に対してナナメの角度で
削ると、短くギザギザした削り節状
に。きんぴらなどの炒め物、焼きそ
ばやスープの具にも◎ 

細長い・めん状 
1回削るごとに食材を回し、削ると、

細長いめん状のスライスが作れま
す。生のままでも良し、サッと湯通し
して「野菜パスタ」にもオススメ 

輪切り・チップ状 
食材の丸断面を削るとチップ状に。
裏返したお皿の上など、少し高い
位置に置いて削ると作業がしやす
くなります。大根、ニンジン、サツマ
イモなどに。漬物やフライに最適 

「マイクロ三角刃」が硬
い根菜を軽い力でス
パッとスライス！ 

独自開発の三角刃が
横滑りを防止しながら、
効率的なひき切りを実
現しました。 

新開発！握らないグリップ 

「指かけリング方式」 中央のリ
ングに指をかけて、ひくだけで
軽い力でスムーズにスライス
ができます。握力が弱い方で
も使いやすい新方式グリップで
す。 

力加減でスライス厚をお好みに
調節！「波型ネック部」波打った
ネック部により食材面を柔軟に
捉えるため、押し付ける力が弱
いと薄く、強いと厚く、お好みに
合わせてスライスできます。 



サラダが食べたくなる！おいしそうな
パッケージで新登場！選べる2色の
カラーをご用意 

品名 ののじ 根菜フリルサラダ・削り～ナ ののじ 根菜フリルサラダ・削り～ナ 

カラー ミルキーピンク ミルキーイエロー 

型番 FSP－01P FSP-01Y 

ＪＡＮ 4988760009319 4988760009326 

本体サイズ/重量 約17.6×9.8×1.6㎝/約22ｇ 

パッケージサイズ 約25.7×15×3㎝/約60ｇ 

カートンサイズ/重量/入り数 約80×28×27㎝/約4.7㎏/60個入 

小箱サイズ/重量/入り数 約26.4×15.6×12.7㎝/約0.37㎏/6個入 

材質 刃：420Ｊ２ステンレス 本体：ポリプロピレン樹脂 

価格 1,200円＋税 

生産国 中国 

商標登録第5841692号（削り～ナ）、意匠登録第470383号（リング部）、第1470719号（指かけ肩部）、第1534779号（刃部）、 
特許登録第5919166号（しなるグリップ）、第5891338号（器具及び調理方法） 

◆店頭実演販売キャンペーンについて 
 
なお、動画の公開を記念して、東急ハンズにて、『ののじ 根菜フリルサラダ・削り
～ナ』商品の動画広告を開示し、それを活かした店頭実演を行います。 

 

日程：11月26日（土）、27日（日） 
場所：東急ハンズ32店舗 

渋谷、銀座、横浜、川崎、大宮、柏、ららぽーと豊洲、ららぽーと船橋、ららぽーと
富士見、ららぽーと立川、ららぽーと横浜、ららぽーと平塚、仙台、金沢、長野、名
古屋、桑名、静岡、梅田、心斎橋、あべの、三宮、姫路、京都、奈良、広島、岡山、
松山、博多、大分、長崎、鹿児島 

 

※店頭実演販売での、福原遥さんの登場はございません。 

◆製品スペック 


