2016 年 12 月 12 日
ネスレ日本株式会社

今年はLINEと一緒に！
受験生のために共同開発した新サービスと共に
「キットカット」受験生応援商品、12月12日(月)発売
LINEスタンプ、LINE LIVEのオリジナル応援コンテンツに加え、
初のプレイリスト聴き放題サービスがLINE MUSICから新登場！
ネスレ日本株式会社(本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO 高岡 浩三、以下「ネスレ」)は、LINE
株式会社（以下「LINE」）が展開するアプリを活用した受験生応援活動を 12 月 12 日(月)より開始します。
「キットカット」受験生応援商品のパッケージ上に記載されたシリアルコードを LINE アプリ上で入力すると楽しめる、
LINE MUSIC の応援曲プレイリスト聴き放題サービスに加えて、LINE スタンプ・LINE LIVE それぞれの応援コンテ
ンツを共同開発し、提供することで受験生を応援します。

「キットカット ミニ 受験パック 14 枚」、 「キットカット ミニ 紅白パック 14 枚」、「キットカット ミニ ジンジャー味 13 枚」

■15 年目を迎える受験生応援活動、今年は LINE と一緒に！
ネスレは、1990 年代後半から受験生の間で自然発生的にお守り代わりに使われ始めたチョコレートブランド
「キットカット」を通じて、2003 年以降「キット、サクラサクよ。」を合言葉に受験生を応援してきました。その中で、同じ
応援の想いを持つ様々なパートナーと協働した活動を展開してきました。15 年目を迎える今年は、“応援の想いは、
いつでも君のそばに”をテーマに、LINE が提供するアプリを活用した応援活動を展開します。
12 月 12 日(月)に期間限定発売する「キットカット」3 商品のパッケージ内側にはシリアルコードが記載されていま
す。LINE MUSIC 上で入力すると、受験生応援にぴったりな人気ソング 12 曲を集めたプレイリストが聴き放題の
サービスを受けることができます。本プレイリストには受験生応援アーティストであるイトヲカシが書き下ろした新曲も
含まれています。音楽を通して、受験勉強に励む受験生を勇気付けることを目指します。
さらに、高校生の 9 割が使用するメッセンジャーアプリ・LINE では、人気キャラクター「ゆるくま」のオリジナルスタ
ンプを無料でダウンロードすることができ、友達同士での励まし合いに活用できます。動画配信アプリ・LINE LIVE
では、杉村太蔵さん等が一緒になって受験生を全 4 回に渡り応援する番組を提供します。
センター試験を前にラストスパートを控えた受験生 たちが、日頃のコミュニケーション を通じて励まし合う
シーンに、「キットカット」と LINE が活用されることを目指し、活動を展開していきます。

商品概要：
商品名

内容量

種類別名称

希望小売価格

販売場所

発売日

(税別)

キットカット ミニ 受験パック

14 枚

チョコレート

500 円

全国

販売中

キットカット ミニ 紅白パック

14 枚

チョコレート、

500 円

全国

12 月 12 日(月)

500 円

全国

12 月 12 日(月)

準チョコレート
キットカット ミニ ジンジャー味

13 枚

チョコレート

コンテンツ概要：
1. 音楽
名称

LINE MUSIC (1,700 万曲以上をストリーミング視聴できる LINE の音楽配信サービス）

内容

受験生応援の人気ソング 12 曲を視聴することができる、特別なプレイリスト。今年度受験生応援
アーティストに就任したイトヲカシの書き下ろし曲「さいごまで」をはじめ、東京女子流の未発売曲
「Don’t give it up!」、2014 年度キットカット受験生応援ソング May J.「My sweet Dreams」などを配
信し、音楽を通じて受験生に“ブレイク”をお届けする。

期間

12 月 12 日(月)から 4 月 2 日(日)まで、ストリーミング可

曲一覧

1.「さいごまで」(イトヲカシ)、2.「Yell」(AAA)、3.「Slow＆Easy」(平井 大)、4.「日々、生きていれば」(大塚 愛)、
5.「Don’t’ give it up! 」(東京女子流)、6.「 My measure」(lecca)、7.「Follow Me」(E-girls)、
8.「My Sweet Dreams」(May J.)、9.「キャトルマンのテーマ」(レ・フレール) 10.「Dream Of You」(サイーダ・ギャレット)
11.「アナログマン」(Bentham)、12.「Love begets love 」(Specail Thanks)

2.スタンプ
名称

LINE スタンプ

内容

クリエイター・my(まい)さんがデザインする人気スタンプ「ゆるくま」の「キットカット」受験生応援オリジ
ナルバージョン。受験生同士や家族・友人との気軽なコミュニケーションに活用可。

期間

12 月 12 日(月)から 4 月 2 日(日)まで、ダウンロード可

一例

3. 動画
名称

LINE LIVE (時間や場所を選ばず、動画コンテンツを楽しめる LINE の動画配信プラットフォーム)

内容

国会議員を経験し、幾多の困難も乗り越え、今年慶應義塾大学大学院に見事合格した杉村太蔵氏
がメインナビゲーターとして、受験生たちの「不安」や「悩み」を集めて、キレのあるポジティブ・トーク
で悩める受験生たちを前向きなキモチにさせてくれる番組。受験生たちがお互いに励まし合える
空間を LINE LIVE を通じて提供。今年度受験生応援キャラクターであり現役高校生・松風理咲、有
名予備校教師がゲストとして登場予定。

放映

第 1 回：12 月 18 日(日) 20:00 頃~、 第 2 回:12 月 25 日(日) 21:00 頃～

予定日

第 3 回：1 月初旬、 第 4 回：1 月中旬

■冬休みからセンター試験前日まで、超短尺ショートフィルムを毎日１本公開！
2017 年度受験生応援キャラクターに就任した松風理咲さん主役の、超短尺ショートフィルムを 12 月 23 日(金)
からセンター試験前日の 1 月 13 日(金)まで毎日 1 本公開していきます。主人公を取り囲む謎のイケメン役は
EBiSSH、先生役は原口あきまささんが務めます。SNS でシェアしやすい超短尺の動画コンテンツを通じて、受験生
達がホッと一息つける“ブレイク”をお届けします。
作品概要：
名称

～応援の想いはいつでも君のそばに～『待ってろ！私の未来』
(略称：『待ってろ！私の未来』)

公開日

12 月 23 日(金) *同日より、1 月 13 日(金)まで毎日 1 本更新予定。

公開場所

https://nestle.jp/brand/kit/juken2017/movie/

松風理咲さん キットカット 受験生応援キャラクター就任コメント：
今回、キットカットの受験キャンペーンのキャラクターをやらせていただくことになり、とても嬉しいです。
今回は制服を着て、桜の中撮影をしました。遠くにいる家族や親戚からメッセージが来た嬉しい気持ちを実際に想
像して、楽しく撮影することができました。受験生の方々に楽しんでいただける、ショートムービーも気分転換に観
て楽しんでいただきたいです。私はまだ受験生ではないですが、受験をされる方々が少しでも励まされ、頑張ろう
という気持ちがわいてくるよう、一生懸命頑張ります。
■専門店「キットカット ショコラトリー」でも受験生応援商品を発売
「キットカット ショコラトリー 受験生応援パック」は、五角（合格）のパッケージに、
5枚の「キットカット ショコラトリースペシャル ピスタチオ＆ラズベリー」が入り、
「キット、サクラサクよ。」をコンセプトに、桜の木から作られた小さな飾り(チャーム)が
付いた商品です。 (1月6日発売・税込1,000円)

参考資料
松風 理咲 (まつかぜ りさき) プロフィール
生年月日：2001 年 1 月 17 日
趣味：ピアノ、音楽鑑賞、読書
特技：乗馬、スキー、水泳、英会話、鼓、一輪車

