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【報道関係各位】 

2019 年 3 月 26 日 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

コカ･コーラシステムは、フルーツフレーバーウォーターNo.1＊ブランド「い・ろ・は・す」より、「い・ろ・は・す も

も」や「い・ろ・は・す みかん」をはじめとする「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズのパッ

ケージを一新し、2019年3月25日（月）より全国で発売します。これに伴い、新セレブリティとして土屋太鳳さ

んと渡辺直美さんを起用した新CM を 3月26日（火）より放映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズは、2010 年の「い・ろ・は・す みかん」発売以降、フ

ルーツフレーバーウォーターNo.1＊ブランドとして幅広いお客様より支持されています。この度、「い・ろ・は・

す」のくだものフレーバーウォーターシリーズのパッケージを 3月 25日（月）に一新し、あわせて新CMを

3 月 26 日（火）より放映開始します。新 CM には新セレブリティとして女優の土屋太鳳さんとお笑い芸人の

渡辺直美さんを起用し、お二人が「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズの“想像以上の、く

だものっぷり”を表現しています。渡辺さんはくだものに扮した衣装で、くだものっぷりを伝える“ぷりぷり”

ダンスを披露し、ダンスとともに、「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズを飲んだ土屋さん

がそのおいしさを体現しています。 

 

また、発売に合わせて、3 月 25 日（月）より、「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズを

プレゼントするTwitterキャンペーンを開始します。「い・ろ・は・す」の公式Twitterアカウント（@ILOHAS）

をフォローし、対象ツイートから指定ハッシュタグを付けて投稿していただいた方の中から抽選で、合計

300名様に4種の「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズをお届けするキャンペーンです。

詳細は「い・ろ・は・す」ブランドサイトまたは「い・ろ・は・す」の公式Twitterアカウントをご覧ください。 

 

＊フルーツフレーバーウォーターNo.1：インテージ SRI 調べ フルーツフレーバーウォーターカテゴリー内販売金額ベース、チャネル：全

チャネル 2018 年 2 月～2019 年 1 月計 

「い・ろ・は・す」 くだものフレーバーウォーターシリーズ 

新セレブリティに土屋太鳳さんと渡辺直美さん  

くだものに扮した渡辺さんが  “ぷりぷり”ダンスを披露！ 

新 TVCM「想像以上のももっぷり！」篇 3 月 26 日（火）より放映開始 

 

https://www.i-lohas.jp/
https://twitter.com/ILOHAS
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■新CM 「想像以上のももっぷり！」篇 （15 秒） ストーリー  

緑がきれいな公園で「い・ろ・は・す もも」を飲む土屋太鳳さん。土屋さんが口に入れた瞬間、画面は土

屋さんの脳内イメージへ移り変わります。そこには、ももに扮したたくさんの渡辺直美さんが登場し、「い・

ろ・は・す もも」の想像以上のももっぷりをダンスで表現。「い・ろ・は・す」を飲み終えた土屋さんが、 その

“想像以上のくだものっぷり”の味わいに驚きます。そして、「い・ろ・は・す」 くだものフレーバーウォー

ターシリーズそれぞれのくだものになった渡辺さんたちと一緒に、土屋さんも「い・ろ・は・す」くだものフ

レーバーウォーターを味わい、お二人そろって息ぴったりの「だもんっ！」ポーズを披露します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■渡辺直美さん、土屋太鳳さん CM 撮影エピソード 

CMの舞台でもある自然豊かな公園にマッチした、さわやかな衣装で現場入りをした土屋太鳳さん。撮

影中、「い・ろ・は・す もも」を一口飲んだ後に、「本当にももだ！すごーい！」と、そのおいしさに感動して

いました。また、撮影日は 2 月 13 日であったこともあり、撮影の隙間時間に土屋さんからスタッフ全員に

手作りのチョコレートを手渡しで配られ、現場のスタッフも笑顔で包まれました。 

渡辺直美さんを含めたお二人のコメント撮りでは、コミカルなセリフに思わず顔を見合わせて笑うシー

ンもあった中、二人が行う「だもんっ！」というポーズではその息の良さを披露しました。その後、渡辺さ

んは想像以上のくだものっぷりを醸し出す衣装で登場し、ダンスでは、周囲のスタッフが驚くほどのス

ピードで習得しました。身動きがとりにくい衣装にも関わらず、表現力豊かな表情とダンスを見せてくれま

した。機材上で仰向けになる撮影では、かなりきつい体勢に「地獄のポーズ」と名付けて振付師の方と冗

談を言う場面もあり、大変な撮影も楽しめるよう、ご自身で工夫されていました。※ホームページでも、ぷ

りぷりダンスの踊り方動画を公開予定です。 

 

 

   

 

【土屋さん】 

そのい･ろ･は･すは… 

【渡辺さん】 

ぷりぷりぷりぷりももっぷり♪ 
【土屋さん】 

いいももっぷり！ 

【渡辺さん、土屋さん】 

想像以上のくだものっぷり！ 

【渡辺さん、土屋さん】 

い･ろ･は･す くだもの！だもんっ！ 

【渡辺さん、土屋さん】 

い･ろ･は･す くだもの 
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■土屋太鳳さん・渡辺直美さんインタビュー 

・「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズを飲んでみていかがでしたか？ 

土屋さん：すごくおいしくて、飲んだ瞬間に香りがきて、その後から味が来るので、スポーツの時とか 

ダンスの時とか、緊張しているときにすごい癒されそうだなと思いました。自分もたくさん飲み 

たいですし、差し入れで持っていっても喜ばれそうですよね。 

渡辺さん：くだものの味わいが口いっぱいに広がって、すごいお上品でフルーティなので、 

さわやかな気持ちになりました！ 

 

 

・最近想像以上の体験をしたエピソードはありますか？ 

土屋さん：最近映画とかドラマとか想像以上に歌を歌う機会が多くなってきていて、ついにこのあいだ、 

生放送で歌うという、大きな出来事があったんです。もう想像以上に緊張しちゃって…。 

やっぱりアーティストの方は本当にすごい世界の中で戦っていて、直美さんも歌とかダンスとか 

やられるので、相当なパワーが必要なんだろうなと思いました！ 

 

 

・渡辺さんは「くだものっぷり」を表現した個性的な衣装ですが、実際に着用してみていかがでしょうか？ 

渡辺さん：これ重そうに見えて、想像以上に軽いんですよ。なにも着けていないぐらい軽いんですよね。 

でも想像以上に中は暑いです（笑）。 

土屋さん：なんかこうやっぱり“まるい”っていいですね。なでたくなるし、抱きつきたくなります。 

直美さんの雰囲気で、こういう衣装着られていると、より良さが引き立つと思いました！ 

渡辺さん：さっき私の代わりに立ち位置をやってくれるスタッフの方がいらっしゃったんですけど、 

その方も同じ衣装を着けていて、毎回二人が狭い通路で一緒になるので 

よくぶつかっていました。やっぱりこの衣装だと自分の大きさがわからないから。 

バーン！「あ、すみません」みたいな（笑）。想像以上の大きさでした。 

 

・今後の CM 撮影では踊るシーンがありますが、何かこだわるポイントなどはありますか？ 

渡辺さん：今回、やっぱりこの丸い衣装でどのくらい動けるのかっていうのはまだ想像できていないので 

すごい楽しみですね。いつも腰を振ってるんですけども、この衣装だと腰を振ってもまるいんで 

気づかないじゃないですか。だからこの手足でどれだけ表現するかっていうのをテーマに 

頑張りたいと思います。 

 

 

 

■製品概要 

・製品名 ：い･ろ･は･す もも 

・品名 ：清涼飲料水 

・原材料名 ：ナチュラルミネラルウォーター、糖類（果糖、砂糖）、塩化 Na、 

         モモエキス／酸味料、香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C） 

・栄養成分表示（100ml 当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

19kcal 0g 0g 4.8g 0.07g 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

555ml PET ボトル／115 円、1555ml PET ボトル／286 円 
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・製品名 ：い･ろ･は･す みかん 

・品名 ：清涼飲料水 

・原材料名 ：ナチュラルミネラルウォーター、糖類（果糖、砂糖）、塩化 Na、ヒュウガナツエキス、 

ウンシュウミカンエキス／酸味料、香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C） 

・栄養成分表示（100ml 当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

18kcal 0g 0g 4.6g 0.07g 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

555ml PET ボトル／115 円、1555ml PET ボトル／286 円 

 

・製品名 ：い･ろ･は･す なし 

・品名 ：清涼飲料水 

・原材料名 ：ナチュラルミネラルウォーター、糖類（果糖、砂糖）、塩化 Na、ナシエキス／酸味料、 

香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C）、ナイアシン 

・栄養成分表示（100ml 当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナイシアン 

19kcal 0g 0g 4.8g 0.07g 1.0mg 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）：555ml PET ボトル／115 円 

 

・製品名 ：い･ろ･は･す スパークリングれもん 

・品名 ：炭酸飲料 

・原材料名 ：ナチュラルミネラルウォーター、糖類（果糖、砂糖）、レモンエキス／炭酸、酸味料、 

香料、酸化防止剤（ビタミン C） 

・栄養成分表示（100ml 当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

19kcal 0g 0g 4.8g 0.01g 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）：515ml PET ボトル／130 円 

 

・製品名 ：い･ろ･は･す りんご ※北海道、青森県、秋田県、岩手県、長野県、 

富山県、石川県、福井県のみ販売 

・品名 ：清涼飲料水 

・原材料名   ：ナチュラルミネラルウォーター、糖類（果糖、砂糖）、塩化 Na、 

リンゴエキス／酸味料、香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミンＣ） 

・栄養成分表示（100ml 当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

17kcal 0g 0g 4.3g 0.07g 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）：555ml PET ボトル／115 円 
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・製品名 ：い･ろ･は･す ハスカップ ※北海道のみ販売 

・品名 ：清涼飲料水 

・原材料名 ：ナチュラルミネラルウォーター、糖類（果糖、砂糖）、塩化 Na／酸味料、香料、 

塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C） 

・栄養成分表示（100ml 当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

17kcal 0g 0g 4.3g 0.08g 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）：555ml PET ボトル／115 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発売日  ： 2019 年 3 月 25 日（月） 

・販売地域 ： 全国 

・URL  ： https://www.i-lohas.jp/ 

・Twitter  ： https://twitter.com/ILOHAS 

 

 

 

 

「い･ろ･は･す もも」 

555ml PETボトル 

「い･ろ･は･す みかん」 

555ml PETボトル 

「い･ろ･は･す なし」 

555ml PETボトル 

「い･ろ･は･す りんご」 

555ml PETボトル 

※エリア限定 

「い･ろ･は･す スパークリングれもん」 

515ml PETボトル 

「い･ろ･は･す ハスカップ」 

555ml PETボトル 

※エリア限定 

≪本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先≫ 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 広報・CSR 推進部 

担当：藤井 TEL：011-888-2091 

 

≪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 

https://www.i-lohas.jp/
https://twitter.com/ILOHAS

