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ネスレ日本株式会社（本社：神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO 高岡 浩三、以下「ネスレ」）は、「キットカット 

受験生応援キャンペーン」の新たなコミュニケーションとして、本キャンペーンでは初となる「コンセプトシネマ」 

『ふたりのきっと、』を2014年12月17日（水）より、「ネスレシアター on YouTube」にて公開いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ネスレは、著名な映画監督の質の高い作品をYouTube限定で無料公開し、多くの視聴者にご覧いただくという、これま

でに例のない、全く新しいコミュニケーションモデルとして、2013年11月に「ネスレシアター  on YouTube」

（http://nestle.jp/entertain/nestle_theater/）を開設しました。当サイトは、公開から1年で視聴数が1,400万回を突破する

など多くの生活者の認知を獲得し、ネスレが展開する独自のメディアとして確立しています。 

「ネスレシアター on YouTube」では、従来の広告では伝えきれないネスレブランドのメッセージや価値、世界観をショ

ートフィルムで表現した「コンセプトシネマ」を紹介しています。このたび、「キットカット」のコンセプトシネマ第2弾として、

「キットカット 受験生応援キャンペーン」では初となるショートフィルム『ふたりのきっと、』を制作いたしました。 

「キットカット 受験生応援キャンペーン」の主なターゲットである高校生の間では、スマートフォン保有率が88%※にのぼ

ると言われており、デジタルコミュニケーションが一般化しています。ネスレは長年にわたり、高校生の想いや暮らしに寄

り添って本キャンペーンを展開するなかで、常に高校生のニーズや生活習慣の変化を捉えた取り組みを行ってきました。

ショートフィルムは、webの動画コンテンツにも関心の高い現代の高校生と親和性が高く、移動中や学習の合間のちょっ

とした“ブレイク”に気軽に視聴することができる表現ツールとして、最適であると考えています。 
※ 総務省「平成26年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」 

このたび、主題歌を歌うMay J.さんをはじめ、ショートフィルムをネスレとともに共同企画した日本郵便株式会社（以下、

日本郵便）、提携するパートナー大学、豪華な実力派俳優陣、そして脚本・監督を務める古厩智之監督など、ネスレの取

り組みにご賛同くださった多くの方々が集結。「キットカット」史上最強の受験生応援団として、試験を目前に控えた受験

生を、ショートフィルムを通じて全力で応援します。 

ショートフィルムのテーマは「きみはひとりじゃない。みんなが応援しているよ」。受験勉強に奮闘する主人公が、彼女

を応援する周囲の人々の温かな想いに触れ、成長しながら夢に向かって前向きに進んでいく姿を描きました。 

受験生である主人公「美波」役を演じるのは、5代目「ネスレ キットカット」受験生応援キャラクターである桜井美南さん。

また、不器用ながらも「美波」を応援し支える幼なじみの「勇人」役は、数々の映画やドラマに出演し注目を集める若手俳

優、山田裕貴さんが演じました。さらに、「美波」を優しく、力強く応援する身近な人々として、小木茂光さん、テリー伊藤さ

ん、井上順さんなど豪華実力派俳優陣に出演していただきました。 

ネスレは「キットカット」を通じて、受験本番を前に、夢に向かって大きな一歩を踏み出す受験生に、その試練を乗り

越える力や勇気を与えられるよう、本作を通じてエールを届けてまいります。 

主題歌を歌う May J.さん、日本郵便、パートナー大学、豪華実力派俳優陣、古厩監督が集結し、 

「キットカット」史上最強の受験生応援団で送る！ 

ネスレ 「キットカット」受験生応援ショートフィルム 

『ふたりのきっと、』 
２０１４年１２月１７日（水）より「ネスレシアター on YouTube」にて公開 

受験生のスマホ所有率に対応し、新しいコミュニケーションスタイルで応援！ 

 

2014年 12月 17日 

ネスレ日本株式会社 

 



◆ 『ふたりのきっと、』 作品概要                                                       

【タイトル】『ふたりのきっと、』  

【監督】古厩智之 

【キャスト】 

美波（桜井 美南）、勇人（山田 裕貴）、美波のお父さん（小木 茂光）、美波のお母さん（松本 明子）、真理（吉永 アユ

リ）、コロッケ屋のおじちゃん（テリー伊藤）、勇人のおじいちゃん（井上 順）、パートナー大学の学生 

【ストーリー／上映時間／公開開始日】 

◆『ふたりのきっと、』 ～美波のきっと～篇（13分 10秒）／2014年 12月 17日（水）公開 

地質学を学べる大学への進学を目指す高校三年生の美波は、受験を控え焦る日々の中、進学で悩む親友の真理とも

ぎくしゃくしてしまう。真理と仲直りするため、郵便局員の父に「キットメール」のことを聞き、幼なじみで大学生の勇人の

協力を得ながら「キットメール」を使って真理に想いを伝えることにする。 

◆『ふたりのきっと、』 ～勇人のきっと～篇（15分）／2015年 1月上旬公開 

夢に向かって頑張る美波に、周囲の人が「キットメール」を使って応援メッセージを届ける。素直になれない勇人も、祖父

や美波の父、コロッケ屋のおじちゃんらに後押しされ、美波に「キットメール」で想いを伝える決心をする。 

 

◆ 実力派俳優陣が表現する「きみはひとりじゃない。みんなが応援しているよ。」のメッセージ                                  

本作品では、それぞれの夢に向かって日々努力を続けながらも、時に孤独や不安を感じてしまう受験生に対し「きみ

はひとりじゃない。みんなが応援しているよ。」という、温かくも力強いメッセージを伝えます。 

主人公「美波」が、受験という大きな壁を前に、周囲の人々との絆を見失いそうになる中で、実力派俳優陣演じる、両

親や幼なじみとその祖父、親友、商店街のおじちゃんなど、いつもそっと支え応援してくれている人々の温かい言葉に背

中を押され、自分を取り戻し成長していく物語です。 

普段、自分を励まし、支えてくれている人々の存在を意識する機会は少なくても、なにげない生活の中で、すぐそばに

いる人たちこそが、本当は自分にとってのかけがえのない存在であるということに気づかされます。 

 

◆ 「キットカット キットメール」が物語の鍵に                                                       

ショートフィルム制作にあたり、日本郵便に企画段階でご参画いただきました。そ

して作品の中では、ネスレと日本郵便との共同企画商品である「キットメール」が物

語の鍵を握ります。「キットメール」 の「手書きで受験生に想いを届ける」というコン

セプトや温かみが、今回のショートフィルムのメッセージや世界観と合致し、作品の

中でも上手く人と人を繋ぐ重要な役割を果たしています。 

「キットメール」をきっかけに展開していくストーリーに注目です。 

 

◆ 青春映画の若き巨匠 古厩智之監督による、受験生にそっと寄り添う映画                                   

「キットカット 受験生応援ショートフィルム」には、若者の繊細な心情を描くことに定評のある、青春映画の若き巨匠と

もいえる古厩智之監督にご参画いただき、受験生の想いにそっと寄り添った作品を制作していただきました。 

 

【古厩智之監督コメント】 
◆本作に込めた想いとこだわったシーン 

「大切な人を励ます」「何かを手渡して元気付ける」というのは、簡単そうですごく難しいことです。相手の

気持ちを考える想像力と真心が必要ですよね。これをキチンと行える人間になりたい。そういうことが自

然にできる人はすてきだ。そう考えながら本作を撮りました。特にこだわったのは、町外れの原っぱで、

美波も勇人もひとりの時間を過ごすシーン。登場人物が「本当は何を考えているのか」「どんな気持ちに

直面しているか」ということを表現した場面です。 

◆受験生へのメッセージ 

大人になると、受験ほどのチャレンジをする機会は、自分からすすんで持たなければ必要ないため、そ

のまま日常はぼんやり流れていきます。そして、こんなことでいいのかと突然焦ることも。今まさに挑戦

の只中にいると、混乱や焦り、恐怖でいっぱいだと思いますが、そんな摩擦で成長していたと痛感してい

ます。 

受験生の皆さん、どうか、泳ぎきってください！ 

  



【プロフィール】 

古厩 智之（ふるまや ともゆき） 

1968年生まれ。大学在学中の92年、『灼熱のドッジボール』がぴあフィルムフェスティバルでグランプリを受賞。94年『こ

の窓は君のもの』で長編監督デビュー。『まぶだち』(01)で、ロッテルダム国際映画祭タイガーアワード（グランプリ）と国

際批評家連盟賞をW受賞、03年秋には『ロボコン』が、東宝系にて全国公開される。また、『さよなら みどりちゃん』(05)

では、ナント三大陸国際映画祭銀の気球賞（準グランプリ）と主演女優賞をＷ授賞するなど国内外で高い評価を得る。

NHKドラマ「つるかめ助産院～南の島から～」では第29回ATP賞優秀賞を受賞。 

【主な作品】 

『この窓は君のもの』（95）、『ロボコン』（03）、『奈緒子』（08）、『ホームレス中学生』（08）、『武士道シックスティーン』（10）

『「また、必ず会おう」と誰もが言った。』（13）、『無花果の森』（14）他 

 

◆ 2年連続で「受験生応援キャラクター」に就任した主演の桜井美南さん                                 

桜井美南さんは、2013年にネスレ、ワタナベエンターテインメント、エイベックス・エンタテインメントの3社で実施したオ

ーディションにてグランプリを獲得し、2014年度の「キットカット 受験生応援キャラクター」に就任しました。そして現在、

自身の夢であった芸能界デビューを実現し、「生涯、役者という仕事に携わり、いつかレッドカーペットを歩きたい」という

新たな夢へと走り続けています。自らも高校生である桜井さんは「夢への一歩を踏み出す受験生」を身近な存在に感じ、

「キットカット」を通じてもう一度受験生を応援したいという強い想いから、2015年度の受験生応援キャラクターに自ら志

願。その想いにネスレが共感し、2年連続の就任が決定しました。 

 これを受け、ネスレは、「受験生応援ショートフィルム」の主演として桜井美南さんを起用することとしました。桜井美南

さんは、受験生ならではの心の葛藤や、周囲の温かい人々の励ましで前向きに夢に向かって歩き始める姿を“演じる”と

いうことを通じて、受験生にエールを届けます。 

 

【桜井美南さんコメント】 

◆昨年に続き、受験生応援キャラクターになった感想と意気込み 

2年連続でこのような大役を務めさせていただき大変光栄です。 

去年より成長した自分をみなさんに観ていただけるよう、日々努力していきたいと思います！ 

◆受験生へのメッセージ 

毎日勉強するのは本当に大変で、辛くて逃げ出したくなる時もあると思います。 

けれども将来、「あの時受験勉強を頑張ってよかった！」と思える日がきっと来るはずです！ 

私も、努力したら努力した分だけ自分に返ってくる幸せも大きいと信じているので、自分を信じ、一緒に頑張りましょう！ 

 

【プロフィール】               

桜井 美南（さくらい みなみ） 

1997年5月17日生まれ。 

応募者総数8172名の中から2014年度の「キットカット 受験生応援イメージ

キャラクター」オーディションで「歌唱力・演技力ともにダントツ」「会った瞬間

オーラを感じた」など審査員の絶賛を獲得しシンデレラガールに選出される。 

2014年1月～OAのテレビ東京系列 ドラマ24「なぞの転校生」に主演として

抜擢される。 

デビューシングル「今かわるとき」で歌手デビュー。 

 

◆ 美波に想いを寄せる幼なじみを演じた注目の若手俳優 山田裕貴さん                               

本作で、不器用ながらも美波をそばで支える幼なじみ「勇人」を演じたのが、今注目の若手俳優、山田裕貴さんです。

美波に対する自分の気持ちに直面したシーンなど、心の機微を繊細に表現した演技に注目です。 

 

【プロフィール】 

山田 裕貴（やまだ ゆうき） 

1990年9月18日生まれ。 

2011年、テレビドラマ「海賊戦隊ゴーカイジャー」でデビュー。その後、ドラマ「GTO」、

「スターマン・この星の恋」、映画「ライヴ」（主演）、「ホットロード」など次々と話題作

に出演。ドラマ「イタズラなKiss2～Love in TOKYO」が現在フジテレビにて放送中。

2015年3月14日には、映画「「ストロボ・エッジ」（安堂拓海役）の公開が控える。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC


◆ 主題歌を「キットカット 受験生応援アーティスト」May J.さんが担当                                        

今年13年目を迎える「キットカット  受験生応援キャンペーン2015」では、 

「キットカット 受験生応援アーティスト」として歌手のMay J.さんを迎え、ともに受験

生を応援する活動を展開しています。そして、May J.さんが歌う受験生応援ソング

「My Sweet Dreams」を本作のテーマソングに決定。May J.さんは「私に音楽がパワ

ーを与えてくれたように、夢に向かって頑張っている受験生の皆さんに、この歌で

勇気と力を届けたい。」と、楽曲に込めた思いを語っています。 

 

 

◆ 「キットカット 受験生応援キャンペーン2015」について                                        

ネスレは「キットカット」を通じて、2003年より受験生を応援する様々な取り組みを展開しています。今年、13年目を迎

える「キットカット 受験生応援キャンペーン2015」では、「キットカット」が大学と受験生の“かけはし”となることを目指し、

昨年に引き続き全国の大学と連携した取り組みを展開しています。今年初めての試みとなる大学生活を体感できる体

験型WEBサイト「サクラサク プレキャンパス」の開設など、受験生が「キットカット」を通じてより大学に触れる機会を提供。

計20校のパートナー大学とともに、一丸となって受験生を応援しています。 

 

 

◆ 「キットカット 受験生応援キャンペーン2015」関連商品                                          

■キットカット キットメール 

ネスレと日本郵便との共同企画商品「キットメール」を12月1日（月）
より発売しています。 
 手書きで応援メッセージや伝えたい想いを書き添えて郵送できる商品
です。2015年版の「キットメール」には、お守りがデザインされた、 
赤色、黄色、緑色、桜色、青色の全5種類から成る「“キット、願いか
なう”しおり」が付いてきます※。 
※5種類のうち 1つが同梱されています。しおりの種類は選べません。          
【商品概要】 

商 品 名  キットメール 

内 容 

キットカット ミニ（チョコレート） 4枚 

“キット、願いかなう”しおり（全5種類のうち1つ）  

※しおりの種類は選べません 

販 売 価 格 

230円（税込）  

※簡易郵便局での販売価格は、異なる場合があります。 

※郵送の場合は、別途140円分の切手貼付が必要 

販 売 期 間 2014年12月1日（月）から 2015年3月31日（火）まで 

販 売 郵 便 局 全国の郵便局（一部の郵便局と一部の簡易郵便局は除く） 

そ の 他 
熱量： 1枚あたり64kcal 

製品1枚（標準11.6ｇ）あたりの熱量の栄養素等表示基準値に対する割合：3％ 

 

（同梱）「“キット、願いかなう”しおり」 左：表 右：裏 



■「ネスレ キットカット ミニ 受験メッセージパック」（14枚入り／3枚入り）と「ネスレ キットカット ミニ 紅白パック」 

 「 キ ッ ト 、 願 い★叶いますよ う に 」 な ど 1 5 種類もの応援 メ ッ セー ジが 「 キ ッ ト カ ッ ト 」 に 刻印 さ れた 

「ネスレ キットカット ミニ 受験メッセージパック」。そして、スタンダードなミルクチョコレートとホワイトチョコレートのふたつの味

が楽しめ、ホワイトチョコレートの個包装には、連携する 2 0 大学ならではの応援メッセージを掲載している 

「ネスレ キットカット ミニ 紅白パック」。2種類を 2015年の受験生応援商品として 12月 15日（月）より発売。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【商品概要】 

商品名 種類別名称 
熱量 

（1枚あたり） 

製品1枚あたりの 

熱量の栄養素等

表示基準値に対

する割合 

内容量 

希望小売

価格 

（税込） 

発売地域 発売日 

ネスレ キットカット ミニ  

受験メッセージパック  

14枚入り 

チョコレート 64kcal 3％ 14枚 540円 全国 

2014年 

12月15日 

（月） 

ネスレ キットカット ミニ 

受験メッセージパック 

3枚入り 

チョコレート 64kcal 3％ 3枚 108円 

全国 

コンビニエンス

ストア限定 

ネスレ キットカット ミニ 

紅白パック  

<キットカット ミニ> 

チョコレート 

<キットカット ミニ 

ホワイト> 

準チョコレート 

<キットカット ミニ> 

64kcal  

<キットカット ミニ  

ホワイト> 

64kcal 

3％ 14枚 540円 全国 

 

◆ 「キットカット」の受験生応援の歴史                                                                

1935 年にイギリスで発売以来、世界70以上の国・地域で販売されているグローバ

ルブランドのチョコレート「ネスレ キットカット」。この「キットカット」を使った応援は、九

州の方言で『きっと勝つとぉ（きっと 勝つよ！）』が「キットカット」に似ていることから、

九州を中心に受験生の中から自然に生まれ、2002年頃から受験生の間に口コミで広

まり始めました。 

今日では、”受験のお守り“で想起されるブランドとして、受験生のおよそ2人に1人

が「キットカット」をお守り代わりに使用*1し、およそ4人に1人は試験会場に持参*2する

など、受験生応援商品の定番必須アイテムとして支持されています。 

また、受験生だけでなく受験生を応援する人達（教師・家族・友人）から受験生へ激

励の意味を込めて贈ったりする姿もたくさん見られます。さらに、「キットカット」は、受

験だけではなく、恋愛、スポーツのシーンでも、心の支えのような存在として、大切な人

に応援や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとして親しまれています。 

＊1 試験会場に持参した受験生のほか、持参はしなかったが受験前に購入または受贈した受験生を含む。 

＊1・2ともにネスレ調べ。調査時期:2014年3月。調査エリア: 首都圏・京阪神。 
  

ネスレ キットカット ミニ 受験メッセージパック（14枚入り） ネスレ キットカット ミニ 紅白パック（14枚入り） 


