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2016 年 4 月 27 日
ダノンジャパン株式会社
昨年より出演の女優・黒木華さんに加え、俳優・浅野忠信さんも出演

“小腹を黙らせるヨーグルト” 「ダノンオイコス」 新テレビＣＭ
2016 年 4 月 23 日放映スタート

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区 代表取締役：ルイス ファリア・エ・マイア）は、「ダノ
ンオイコス」の新テレビＣＭを、2016 年 4 月 23 日から放映開始しました。新テレビＣＭには、昨年より
出演の女優の黒木華（くろき・はる）さんに加えて、俳優の浅野忠信（あさの・ただのぶ）さんを起用して
います。新テレビＣＭは、浅野さんの「なんか食べたいなぁ」という一言から始まり、赤を基調とした部屋でス
トロベリーフレーバーを食べる黒木さんと、青を基調とした部屋でプレーン・加糖を食べる浅野さんとの掛け合
いで、“どんな人でも”、“どんな時でも”「ダノンオイコス」を食べた人が、満腹感を得られることを表現していま
す。軽快なＢＧＭにのせて、日常の幸せなブレイクタイムを「ダノンオイコス」と共に、というメッセージも込めら
れています。
「ダノンオイコス」は、2015 年 3 月に発売されたギリシャヨーグルトのブランドで、「ストロベリー」、「ブルー
ベリー」、「パッションフルーツ」の 3 つのフレーバーで展開していました。乳脂肪、または増粘剤などの食品添
加物を加えること無く、ヨーグルトから一部のホエー成分を取り除く、水切り製法により作られています。クリー
※1

ミーかつ濃厚な食感で、満腹感があり、高タンパクにも関わらず、脂肪ゼロでカロリーも 100kcal 未満

と

非常にヘルシーで間食に最適なヨーグルトです。2016 年 3 月 21 日には、「プレーン・加糖」、「プレーン・
砂糖不使用」の 2 つのフレーバーを新たに発売しました。プレーンフレーバーについては、そのまま食べるだけ
でなく、フルーツやグラノーラを加えて食べるなど、様々な食べ方を楽しむことができます。

《ダノンオイコス 新テレビ CM 篇》
ナレーション：
脂肪分ゼロ、ギリシャ
ヨーグルト

浅野さん：
なんか食べたいなぁ

浅野さん：うん

（オイコスにスプーンを
入れる瞬間）

黒木さん：うん

（窓際でオイコスを
食べる２人）

ナレーション：
プレーン新登場

ナレーション：
満足感アリ

浅野さん：
小腹を黙らせる…
黒木さん：
…オイコス
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■黒木 華さんプロフィール

■浅野 忠信さんプロフィール

女優

俳優

黒木 華（HARU KUROKI）

浅野 忠信（TADANOBU ASANO）

1990 年 3 月 14 日生まれ大阪府出身

1973 年 11 月 27 日生まれ 神奈川県出身

大学在学中の 2010 年、オーディションに合格し 1990 年に松岡錠司監督の『バタアシ金魚』でス
舞台「表に出ろいっ!」でデビュー。

クリーンデビュー。

2011 年には『東京オアシス』にメインキャストとして セルゲイ・ボドロフ監督『MONGOL』は第 80 回
映画初出演。2012 年には『おおかみこどもの雨と （2008）米アカデミー賞で外国語映画賞にノミ
雪』で声優初挑戦、2013 年には『純と愛』『リーガ ネート。
ルハイ』などのテレビドラマでレギュラー出演。映画で 2010 年には根岸吉太郎監督『ヴィヨンの妻～
も『シャニダールの花』や『舟を編む』での演技が評 桜桃とタンポポ～』、木村大作監督『劔岳 点の
価され、日本の主要映画賞で 7 つもの新人賞を 記』にて第 33 回日本アカデミー賞優秀主演男
受賞した。2014 年には『小さいおうち』で第 64 回 優賞をダブル受賞。2011 年には『マイティー・ソ
ベルリン国際映画祭最優秀女優賞（銀熊賞）を ー』で、初のハリウッド映画に出演。
受賞。日本の女優では史上 4 人目であり日本人 また、熊切和嘉監督『私の男』では、第 36 回モ
最年少であった。同作では第 38 回日本アカデミー スクワ国際映画祭でコンペティション部門最優秀
賞・最優秀助演女優賞も受賞。2016 年 3 月 4 男優賞を受賞。2016 年第 39 回日本アカデミ
日には『母と暮せば』で、第 39 回日本アカデミー ー賞にて『母と暮せば』にて優秀助演男優賞。
賞・最優秀助演女優賞を受賞。2 年連続の最優 2016 年公開予定マーティン・スコセッシ監督の最
秀助演女優賞受賞は史上 2 人目の快挙である。 新作 Silence に出演。
2016 年 4 月スタートの『重版出来!』で連続ドラ
マ初主演。今最も注目される若手女優の一人で
ある。

■ダノンオイコスについて http://www.danone.co.jp/oikos/
「ダノンオイコス」は、ダノンの主力水切りヨーグルトブランドで、2010 年の米国発売以降、カナダ、フランス、イギリ
ス、ポルトガル、スペイン、イタリア、ブラジルの 8 ヵ国で販売されており、アジア地域では初めて日本で 2015 年 3
月より発売されました。主な製品特長は、①100kcal※1 未満、脂肪ゼロを実現、②通常のヨーグルトの 3 倍※2 の
乳原料を使い、2 倍のタンパク質※3 による濃密な食感で小腹を満足させる、③ダノン独自の水切りヨーグルト製法
により、クリーミーなコクでおいしさを提供の 3 つがあげられます。
※1

1 カップ（110ｇ）あたり

※2

当社比

※3

五訂補足日本食品標準成分表 ヨーグルト（脱脂加糖）比

■ダノンジャパンについて

http://www.danone.co.jp

ダノンジャパンは、30 年以上にわたり、日本の消費者の皆様に栄養価のあるチルド乳製品をお届けしています。今
日では、「ダノンビオ」、「ダノンオイコス」、「ダノンデンシア」、「ダノンヨーグルト」、「ベビーダノン」、「プチダノン」の製品を
取り揃え、おいしさだけでなく、ヘルシーな食品をお届けしています。
■ダノングループについて www.danone.com
ダノンは、世界五大陸でビジネスを展開しているグローバル企業です。「できるだけ多くの人々に食を通じて健康をお
届けする」という使命を掲げ、チルド乳製品は世界 1 位、乳幼児向け食品、ウォーターは世界 2 位、医療用栄養
食はヨーロッパ 1 位と世界トップクラスの地位を築いています。また、経済と社会の両方の発展に責任がある、とする
企業理念のもと、10 万人の社員、消費者、顧客、仕入れ業者、そして株主の皆さまと、価値観を共有・創造し
ていくことを目指しています。
130 を超える市場で事業を展開し、2015 年の売上高は 224 億ユーロ、そのおよそ 5 割以上は新興国での売
上が占めています。ダノンの商品ブランドには、国際的にも認知されているブランド（アクティビア、アクティメル、ダネッ
ト、ダノニーノ、ダニオ、エビアン、ボルヴィック、ニュートリオン/アプタミル、ニュートリシア）や、ローカルブランド（プロス
トヴァシキーノ、アクア、ボナフォント、マイゾーン、ブレディナ、カウ・アンド・ゲート、デュメックス）があります。
NYSE ユーロネクスト・パリおよび、米国預託証券プログラムを通じて、OTCQX に上場し、ダウジョーンズ・サステナ
ビリティ・インデックス、ヴィジオやエティベル・サステナビリティ・インデックスといった主要な社会的責任投資インデックス
に選定されています。また、ダノンは 2013 年 ATNI インデックスで 1 位にランクされています。

【お客様からのお問い合わせ】
ダノンジャパン お客様相談室 0120-409610（祝日を除く平日 9：00～17：30）
【報道関係各位からのお問い合わせ】
※CM 映像データ、画像をご用意しております。
以下までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
ダノンオイコス PR 担当 ： 株式会社エムスリー・カンパニー
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-2-9 小林ビル 4F
ＴＥＬ：03-5768-5807 / ＦＡＸ：03-3712-1460

