
平成 26年 4月 8日 

                                       江崎グリコ株式会社 

 

― グリコ 『セブンティーンアイス』 新キャンペーン― 

合い言葉は17（セブンティーン） 

17 歳のソロアイドル 武藤彩未
む と う あ や み

 さんを起用した 

「セブンティーンプロジェクト」！！ 

4月 26日（土）、世界に一つだけ の 

オリジナル自動販売機が渋谷に登場！？ 

 

江崎グリコ株式会社（代表取締役社長：江崎勝久）は、専用の自動販売機のみで販売し

ているロングセラーアイス『セブンティーンアイス』のイメージキャラクターに、17歳の

注目ソロアイドルの武藤彩未（むとうあやみ）さんを起用したキャンペーン「セブンティ

ーンプロジェクト」を行います。 
「セブンティーンプロジェクト」では、「17」歳のアイドル・武藤彩未さんの魅力を大き

く打ちだした様々な取り組みを通して、世代を問わず支持されているセブンティーンアイ

スの楽しい世界観を皆さまにお伝えいたします。詳細は次項以降をご覧ください。 
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■「セブンティーンプロジェクト」について                            

「17（セブンティーン）」をキーワードに、世界に一つだけのセブンティーンアイスオリ

ジナル自動販売機を使った、一般参加の体験型メディアアート設置や、コラボレーション

楽曲のスペシャルライブなど、武藤彩未さんとのコラボレーションを行います。「子供の頃

に食べた懐かしいアイス」から、「大人になってもずっと楽しめるアイス」へと進化するセ

ブンティーンアイスの、バラエティ溢れるラインアップを表情豊かな武藤さんに表現し、

より多くのお客さまに、セブンティーンアイスを身近に感じていただくことを目指してい

ます。セブンティーンアイスサイトでも順次、情報を掲載します 

http://17ice.com 

 

◇セブンティーンアイスオリジナル自動販売機（仮称） 

自動販売機のディスプレイ上では、17 種

類の商品フレーバーをイメージした衣装

に 身 を 包 ん だ 武 藤 さ ん が 、 楽 曲

「Seventeen」のダンスを踊っています。

参加者はまず、好みのフレーバーを選び、

フレーバーに応じた武藤さんの振付映像

に合わせて踊ることで、アイスがもらえる

仕組みです。参加者のダンスはその場で

CG アニメ化されて再現、さらに後述のオ

リジナル映像に反映されます。 

 

 

◇PR イベント「Dance
ダ ン ス

!Dance
ダ ン ス

!17 セブンティーンアイス」（仮称） 

上記のセブンティーンアイスオリジナル自動販売機が体験できるイベントで、当日はスペ

シャルゲストとして、武藤彩未さん登場を予定しております。 

 日時：2014年 4月 26 日（土） 11:00～19:00 

    ※武藤彩未さんのステージ登場は 14:00予定 

 会場：マルイシティ渋谷 店頭プラザ 

 ※体験参加人数には限りがありますのでご了承ください。 

 

◇コラボレーション楽曲「Seventeen」 

今回のキャンペーンに合わせた、専用の楽曲「Seventeen」を書き下ろしました。イベン

ト時に収録した参加者のダンスを CG アニメ化、楽曲に合わせて編集したムービーを後日

WEB で公開します。 

http://17ice.com/
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◇デビューアルバム「『永遠と瞬間』」 

4 月 23 日（水）にリリースされるデビューアル

バム「永遠と瞬間」セブンティーン盤では、当キ

ャンペーンとコラボレーションした楽曲

「Seventeen」が収録。「セブンティーン盤」で

は、武藤さんを追ったドキュメンタリーや、ライ

ブ映像が収録されています。 

 

◇17 種類の衣装 

セブンティーンアイスの 17 種類のフレーバーをイメージした 17種類の衣装を用意し、新

しくなるセブンティーンアイスと、17 歳の武藤さんのフレッシュな魅力を表現しました。 

 

◇メインスタッフ 

総合演出にカンヌ広告祭を始め、国際的なアワードでの受賞多数の映像作家である関根光
せきねこう

才
さい

。テクニカルサポートをライゾマティクス。振付けには、ダンスカンパニー「イレブン

プレイ」を主催する演出振付家MIKIKO。スタイリストには海外から評価も高い長瀬
な が せ

哲
てつ

朗
ろう

と、

各分野の最先端を切り開いているメンバーで、「セブンティーンプロジェクト」を作り上げ

ます。 
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■武藤彩未さんについて                             

1996 年４月２９日生まれ（17 歳）。2004年、ファッション雑誌「Kids Style（キッ

ズ・スタイル）」（オリコン）の読者モデルとしてデビュー後、同誌の専属モデルや、人

気少女漫画雑誌「ちゃお」（小学館）のメインＣＭモデル＆専属モデルを務め、多くの小

中学生ファンを獲得。2008 年には、テレビ東京系アニメ「絶対可憐チルドレン」で 1

年限定で結成されたユニット「可憐 Girl’s」に参加した。2010 年から 2012 年まで

さくら学院」の生徒会長に任命され、グループのリーダー的存在として活躍。2013 年

より、「武藤彩未ソロプロジェクト」を始動した。ライブを中心とした活動を行い、この

春には伊勢丹 春のキャンペーン「花々祭」ビジュアルモデルに抜擢され、2014 年 4月

23 日にはソロデビューアルバム「永遠と瞬間」が発売され、同 29日にはデビューライ

ブが TSUTAYA O-EAST にて行われる。 

生年月日 ／１９９６年４月２９日（１７歳） 

出身地  ／茨城県 

身長   ／１４９ｃｍ 

所属   ／アミューズ 

 

◇デビューアルバム「永遠と瞬間」 2014 年 4 月 23 日リリース 

【収録曲】 

M1. 宙／M2. 時間という Wonderland／M3. 彩りの夏／M4. 桜 ロマンス／ 

M5. とうめいしょうじょ／M6. A.Y.M.／M7. 女神のサジェスチョン／M8. 永遠と瞬間 

■セブンティーン盤 【CD＋CD＋DVD】※初回限定盤 ￥3,680（税別） 

【DVD 収録内容】 

 Documentary of Ayami Muto／「彩りの夏」＠渋谷 O-EAST／ 

 「女神のサジェスチョン」＠Shibuya-AX／「A.Y.M.」@赤坂 BLITZ／「宙」Music Video 

■瞬間盤【CD+カード 17 枚】※タワーレコード/HMV 限定商品 ￥2,500（税別） 

■永遠盤【CD】￥1,800（税別） 

 

◇今後のスケジュール 

4 月 29日彼女の１８歳の誕生日に、DEBUT LIVE  「BIRTH」が開催される。 

 武藤彩未 DEBUT LIVE 『BIRTH』 4/29（火・祝）TSUTAYA O-EAST 

 18：30START 4,200（税込） 

問 ディスクガレージ 050-5533-0888（平日 12 時～19時） 
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■セブンティーンアイスについて                                

「セブンティーンアイス」は、今年で 29 年目になるロングセラー商品です。自販機でしか

買えないオリジナルのアイスと、バラエティ溢れるラインアップの中から選べる楽しさが

人気で、子供から大人まで幅広い層にご支持いただいております。主に、駅やショッピン

グセンター、ボウリング場、スイミング、アミューズメント施設などに設置しており、全

国約 2万台展開しております。現在、商品は全２０品、お馴染みのスティックタイプの他、

コーン、モナカ等、様々な形態のアイスを販売しております。コーンタイプでは、大人向

けのこだわり素材を使用した贅沢な味わいの「スペシャルセレクション」、スティックタイ

プでは、季節ごとに旬の美味しさを楽しめる「期間限定商品」を発売しております。2014

年 4 月には、よりお客様に満足いただけるように、全品バリューアップを行いました。「ス

ペシャルセレクション」は、プレミアムアイスクリームに品質を高めることで、クリーミ

ーでリッチな味わいが楽しめるようになりました。他の商品についても、ソースや具材、

果汁の量を増やすことにより、それぞれの味で味わいを高めております。 

 

 

 

 

 

『セブンティーンアイス』の自動販売機とアイテム例 

◇製品概要 

製品名 
セブンティーンアイス 

＜スペシャルセレクション＞ 
セブンティーンアイス 

希望小売価格 １６０円 １３０円 

リニューアル

ポイント 

プレミアムアイスクリームになり、 

よりクリーミーでリッチな味わいが

楽しめるようになりました。 

ソースや具材を増量することで、  

各商品の個性を強化し、味わいをアッ

プしました。 

・パッケージは、スペシャルセレクションはより上質に、他の商品は中身の  

特徴に合わせた楽しいデザインにリニューアルしました。 

・自販機パネルは、カラフルで華やかなデザインに一新しました。 

 

 

 

 

                   

（変更後のパッケージデザイン例）    （変更後の自販機パネル例） 

※左から、スペシャルセレクション＜ベルジャンショコラ＞、 

ソーダフロート、ワッフルコーンバニラ、チョコナッツバニラモナカ 
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ラインアップ 

（５種類） 

・ベルジャンショコラ 

・一番摘み抹茶＜十勝あずき入り＞ 

・とちおとめ苺 

・クッキー＆クリーム 

・マカダミアナッツ 

（コーンタイプ６種類） 

・ワッフルコーンバニラ 

・ワッフルコーンショコラ 

 生チョコ仕立て 

・ワッフルコーンいちご 

・チョコナッツクランチ 

・木苺のチーズケーキ 

・カスタードプリン 

（スティックタイプ 7 種類） 

・ソーダフロート 

・チョコ＆チョコクッキー 

・チョコミント 

・グレープシャーベット 

・りんご＆ヨーグルト味 

・マスカット＆サワー＜期間限定＞ 

・温州みかん＜期間限定＞ 

（バラエティタイプ４種類） 

・チョコナッツバニラモナカ 

・ミルクあずきモナカ 

・クールサイダー 

・オレンジソーダ 

 

 

 

 

 

 

 


