
  

2013 年 5 月 

「濃密ギリシャヨーグルト PARTHENO（パルテノ）」新 TV-CM 

“こんなヨーグルト日本になかった” 

同僚と、家庭で、女子会で、 

今までにないパルテノの濃密食感を初体験！ 

 

「ドキュメント」篇(15 秒、30 秒) 

5 月 18 日(土)より首都圏でオンエア開始 

 

おいしさに絶対的な自信！ 

「未体験のおいしさ 保証キャンペーン」5 月 18 日(土)より実施 

 

森永乳業株式会社は、「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」の新 TV-CM「ドキュメント」篇(15 秒、30 秒)

を、5 月 18 日(土)より、首都圏でオンエアを開始いたします。イメージキャラクターは去年に引き続き、パ

ルテノのメインターゲットの 20 代後半～40 代女性に人気のあるモデル絵美里さんを起用しました。 

パルテノの今までにないおいしさを初体験する出演者たちのさまざまな驚きの表情、感想をお楽しみく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■TV-CM概要                                                        

前回の CM では、「世界が愛するパルテノ」篇と題し、世界で話題になっているギリシャヨーグルトがつ

いに日本に上陸したという、パルテノの登場感と、今までのヨーグルトでは味わえなかった至福のひとと

きを楽しめるというパルテノの世界観を主軸に訴求しました。 

今回の新 CM では、今年 1 月 15 日にラインナップを追加したパルテノがより親しみやすくなったこと、

また初めて体験した時の、今までのヨーグルトでは味わえなかった美味しさへの驚きや感動を伝えること

をメインに構成。「ドキュメント」篇の名の通り、パルテノを食べてその新しい美味しさに驚く出演者の姿を

自然体のまま撮影していくことで、パルテノの美味しさを強く訴求しました。職場の休憩時間に同僚と、家

で家族とゆっくりと、気の合う友人とわいわいと、一人でほっとするひとときに、パルテノを楽しんでいる情

景を次々と映し出していきます。 

 

 

■放映概要                                                

タイトル ： パルテノ「ドキュメント」篇 (15 秒、30 秒) 

出  演 ： 絵美里 

放送開始： 2013 年 5 月 18 日(土)より放映 

エリア  ： 首都圏 

 

 

■CMストーリー                                                           

絵美里さんがパルテノを手に取るところから、CM は始まります。パルテノ経験者の絵美里さんは、初

体験の友人に先輩ぶりを見せながら、パルテノをおすすめ。パルテノ初体験の友人がそのおいしさに驚

きの感想を口にします。場面は変わって、同僚の男性と女性が爽やかな日差しの下で、気持ちよさそう

にパルテノを楽しんでいます。二人で声をそろえて、パルテノの濃厚さに驚きます。3 つ目のシーンは女

子会。友人宅のベランダで、一人が“噂のヨーグルト！”パルテノをお土産に持ってきてくれたようです。

話題の商品に大歓声をあげ、みんなで仲良く初体験。パルテノを囲んで様々な感想が飛び交い、女子会

も大盛り上がりです。4 つ目のシーンはリビングのソファでくつろぐ夫婦。初体験のパルテノの濃厚さに驚

き、料理好きの奥さんはお料理へ活用するアイデアが膨らみます。さらに、30 秒版には女性が一人、自

分の部屋でパルテノを初体験し、パルテノの味わいとゆっくりとした至福のひとときを楽しんでいるシーン

が登場します。場面はここで切り替わり、ヨーグルトをスプーンですくうアップの画面。画面いっぱいの濃

密なパルテノをひとすくい。「こんなヨーグルト日本になかった」のテロップが入ります。その後再度、絵美

里さんが登場し、パルテノを食べて言葉にならない大満足のおいしさの表情でしあわせをかみしめます。

いままでのヨーグルトでは味わえなかった新しい美味しさ、濃密食感、なめらかな舌触り、クリーミーな味

わいの「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」の魅力を表現しています。 



■制作エピソード                                           

●「ドキュメント」篇という名の通り、当日まで出演者はパルテノ未体験！ 

今回は、パルテノを初めて体験した人の、リアルな表情や感想を伝えることを狙っていたため、経験者

の絵美里さん以外の出演者には当日までパルテノを食べるのを控えてもらいました。オーディションでも、

他のヨーグルトを使うほどの徹底ぶり！その甲斐あって、撮影現場では初めて食べる皆さんの自然な声

や驚きの表情を撮影することに成功しました！ 

 

●今やパルテノマスターの絵美里さん！パルテノをおススメする先輩ぶりを好演！ 

パルテノに出会ってから、多い時は朝と夜、1 日 2 回も食べているというパルテノの大ファンになった絵

美里さん。フルーツやグラノーラをトッピングするなど、毎日自分のお気に入りの食べ方で楽しんでいるよ

うです。 

今回の役はパルテノの魅力を友達におススメするという役。普段から雑誌の撮影現場などでパルテノ

をおススメしているということで、セリフはアドリブでお任せしました。自然に出てくるセリフや表情がどれ

も素敵なものばかりでどのカットを使用するか悩むくらいでした。 

 

●パルテノをすくう 後の 1 シーンに注目！ 

今回の CM のメインメッセージ「こんなヨーグルト日本になかった」のタイトルと共に登場するパルテノの

シズルカットは、パルテノを大きなトレーに敷き詰め、1 回 1 回表面を全く窪みのない平らな状態にして、

スプーンですくい上げるという撮影を何十回と繰り返しました。スプーンを動かす速さや強さ等、試行錯誤

を繰り返し、パルテノだけの濃密食感、極上のなめらかさ、シズル感を一番美しい映像で伝えることを実

現しました。パルテノの濃密食感、なめらかさが も感じられるシーンに出来上がったと思いますのでぜ

ひ注目して、ご覧ください。 

 



■制作スタッフ                                              

広告代理店：株式会社東急エージェンシー 

制作会社：太陽企画株式会社 

CD：横山博子 

ACD：小西浩明 

コピーライター：矢谷暁 

ＡＤ：池澤樹 

プロデューサー：高尾優一 

プロダクションマネージャー：島田磨以子、安田結実子 

演出：能見英子 

撮影：関口美意 

照明：野口昌巳 

美術：古本衛、前田好晴 

スタイリスト：長澤美香（絵美里さん）、高木麻希（サブキャスト） 

ヘアメイク：野田智子（絵美里さん）、Noda Norikata（サブキャスト） 

クッキングスタイリスト：川崎尚美 

音楽プロデューサー：山田勝也 

作曲：橋本龍樹 

出演者：絵美里 

高山仁、名波ゆり、高橋春留奈、伊東理奈、潮田あかり、大槻七美、小鴉佑太、土屋愛、住谷愛実 

 

 

 

■出演者プロフィール                                         

生年月日：1984 年 6 月 16 日 

出身地：東京都 

趣味：ゴルフ 

特技：英語、ピアノ、水泳、バスケットボール 

サイズ：身長 171cm 

 

 

 

小学校から成城学園に通い、成城大学法学部法律学科を卒業。 

大学在学中にアメリカのパームスプリングスへ 1 年間留学し、異文化コミュニケーションを学ぶ。 

帰国後、大学に通いながらモデルとして活動を始める。 

2009 年、ミス・ユニバース・ジャパン代表に選ばれ、その後は数々のファッション誌やテレビ番組、広告な

どに出演。 

現在はモデルとしての活動の他、日本テレビ「PON！」に火曜日レギュラーとして出演中。 

公式 HP http://www.blooming-net.com 

 

 



■商品情報                                                

｢濃密ギリシャヨーグルト パルテノ｣は、日本で初めてギリシャの伝統製法“水切り製法”で作られた新食感

濃密ヨーグルトです。ヨーグルト成分を 3 倍濃縮し、すくったスプーンを逆さにしても落ちないほどの濃密食感

に仕上げています。家庭では実現できないほどの“濃密食感”“なめらかな舌触り”“クリーミーな味わい”にこ

だわった新感覚ヨーグルトの味わいをお楽しみいただけます。 

2013 年 1 月 15 日には、「はちみつ付」に加え、甘酸っぱい果実感と共によりデザート感を楽しめる「ラズベリ

ーソース付」、料理やアレンジ用としてお楽しみいただける「プレーン」を発売。パルテノを使った絶品レシピを

収録した「パルテノレシピ BOOK108」も小学館より好評発売中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「パルテノ」ブランドサイトリニューアル情報                                      

新 CM オンエアに合わせ、5 月 20 日(月)に「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」ブランドサイトをより見やすく、

より見た目にも楽しくリニューアルいたします。 

「パルテノ」が身近な料理の素材の一つということをお伝えするため、他の料理素材とのカロリー比較や、

「パルテノ」で料理がおいしくなる 6 つの理由など、料理活用の魅力もご紹介します。名を新たにしたレシピペ

ージ「パルテノキッチン」では、朝食や、お酒のお供など日常のさまざまなシーンにおける「パルテノ」のレシピ

を提案していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

■キャンペーン情報                                                

※サイトリニューアル後のイメージです。

「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」シリーズにおいて、「未体験のおいしさ 保証キャンペーン」を 5 月 18 日

(土)より実施いたします。  

「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」シリーズの、ギリシャ伝統の“水切り製法”でつくられた濃密食感、なめ

らかな舌触り、クリーミーな味わいは、これまでのヨーグルトのイメージを覆す、今までにない「未体験のおいし

さ」を提供するヨーグルトです。おいしさにご満足いただけなかった方に対して、QUO カード 300 円分をお返し

いたします。一度口にすれば、そのおいしさにきっと驚くはずです。ぜひ一度、お試しください。 

 

≪キャンペーン概要≫ 

■ キャンペーン名称 

「未体験のおいしさ 保証キャンペーン」 

■応募方法 

キャンペーン期間中にお買い上げいただいた対象商品のレシート原本と商品についているバーコードを、専



用応募ハガキまたは郵便ハガキに透明テープなどでしっかりと貼り、必要事項（ご住所・お名前・電話番号・性

別・年齢・購入フレーバー・ご満足いただけなかった理由）を明記のうえ、切手を貼って下記の応募先までご郵

送ください。ご満足いただけなかった理由が記載されていなかった場合は、応募を無効とさせていただきます。 

■応募先 

〒100-8692 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱第 592 号 

パルテノ「未体験のおいしさ保証キャンペーン」事務局係 

■レシート有効期間 

2013 年 5 月 18 日(土)～2013 年 6 月 17 日(月) 

■応募受付期間 

2013 年 5 月 18 日(土)～2013 年 6 月 28 日(金)※当日消印有効 

■対象商品 

濃密ギリシャヨーグルト ＰＡＲＴＨＥＮＯ(パルテノ) はちみつ付 

濃密ギリシャヨーグルト ＰＡＲＴＨＥＮＯ(パルテノ) ラズベリーソース付 

濃密ギリシャヨーグルト ＰＡＲＴＨＥＮＯ(パルテノ) プレーン 

■キャンペーンサイト(5 月 17 日より公開いたします) 

http://partheno-gy.jp/hosyo-cp/ 

※専用応募ハガキはキャンペーンサイトでもダウンロードできます。 

■ご注意 

・店頭での受付やお問い合わせは一切受け付けておりません。 

・応募方法に不備がある場合、応募を無効とさせていただきますので、ご了承ください。 

・応募は期間中、購入者お 1 人様につき、1 回 1 商品のみとさせていただきます。 

※詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。 

■キャンペーンお問い合わせ先 

パルテノ「未体験のおいしさ保証キャンペーン」事務局 フリーダイヤル 0120-022-558 

受付時間：9：30～17：30(土日祝日を除く) 

受付期間：2013 年 5 月 14 日(火)～2013 年 8 月 16 日(金) 

 

 

 

 

 

 

■メディア各位 

本キャンペーンの応募方法は、専用応募ハガキまたは郵便ハガキのみとなり、店頭での受付やお問い合

わせは一切対応しておりませんので、ご掲載いただける場合は、応募方法について、ご配慮いただくようお

願いいたします。 

＜森永乳業ウェブサイト＞ http://www.morinagamilk.co.jp 

＜「パルテノ」ブランドサイト＞ http://partheno-gy.jp   

＜「パルテノ」Facebook ページ＞ https://www.facebook.com/partheno.gy 

 

「パルテノレシピ BOOK108（小学館刊）」も好評発売中！ 

http://www.shogakukan.co.jp/books/detail/_isbn_9784091022967 


