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TV アニメ「僕のヒーローアカデミア」とクロレッツがコラボ

「スッキリを噛みしめろ。」オリジナル Web ムービー
6 月 10 日（木）より公開！
～描き下ろしイラストの額入り高精彩複製画（複製原画の A4 ミニポスター付き）が当たるキャンペーンも実施中！～
モンデリーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長：ガネッシュ・カシャップ）は、息スッキリを届け
ている『クロレッツ』ブランドから、人気 TV アニメ「僕のヒーローアカデミア」とコラボレーションした「スッキリを噛みしめろ。」キャンペーン
の一環として、オリジナル Web ムービーを、2021 年 6 月 10 日（木）より公開します。

「僕のヒーローアカデミア」（通称”ヒロアカ”）は週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の堀越耕平氏による大人気コミックを
原作とした TV アニメ。様々な困難に立ち向かいながら、人々と社会を守る“ヒーロー”になることを目指す高校生たちの成長、戦
い、友情が描かれています。『クロレッツ』は昨年春より、コロナ禍で変化した環境で働く若年層に寄り添うブランドとして様々な施
策を展開してきました。本コラボレーションを通して、『クロレッツ』で息だけでなく気持ちまでスッキリとすることで、彼らが“ヒロアカ”のキ
ャラクターたちのように、困難な状況でも前向きに進んでいくためのエールを送りたいと考えています。
Web ムービーでは、仕事中に煮詰まってしまったヤングワーカーが、オールマイトを始めとする“ヒロアカ“のキャラクターたちからイン
スパイアを受け、また、クロレッツを食べて気分までスッキリとリフレッシュすることで、壁を乗り越えていく姿を描いています。ガムを噛ん
で、気持ちまでスッキリとリフレッシュしたヤングワーカーが、ヒロアカキャラクターたちの活躍シーンとシンクロするように仕事に奮闘し、
やり遂げるまでの疾走感溢れる展開にご注目ください。

Web ムービー概要
タイトル
出演
公開日
ブランドサイト

：「スッキリを噛みしめろ。」オリジナル Web ムービー（55 秒）
：辻倉亮
：2021 年 6 月 10 日（木）より
：https://www.clorets.jp/heroaca/#movie

クロレッツｘ「僕のヒーローアカデミア」コラボ企画 「スッキリを噛みしめろ。」キャンペーンについて
2021 年 6 月 7 日（月）から実施中の「スッキリを噛みしめろ。」キャンペーンでは、30 枚限定の描き下ろしイラストを高精彩
に再現した額入り複製画（複製原画の A4 ミニポスター付き）など、本キャンペーンでしか手に入らないファン必見のオリジナルグ
ッズが抽選で当たるプレゼント企画が盛りだくさん。
各キャンペーンの詳細は、特設サイト https://www.clorets.jp/heroaca/にてご確認ください。

（高精彩複製画（額入り））

（複製原画 A4 ミニポスター）

『クロレッツ』オリジナルミント、クリアミントガムは、息スッキリ 30 分長続き！
期間限定で、“ヒロアカ”コラボレーションガムボトル（全４種）も発売中
１粒噛むとスッキリ感が 30 分続く※1 ので、息だけでなく気持ちまでスッキリ。さらに、消臭効果において特許取得の成分『ポリフ
ェノール EX』と『T1 酵素』（特許第 5677927 号）を配合し、マスク着用時の気になるお口のニオイを中和※2 します。「緑茶ポ
リフェノール※3」と「キシリトール」を配合しています。

【製品概要】
発売日
希望小売価格
販売エリア
製品名
製品画像

2021 年 6 月 7 日（月）
オープン価格
全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア等
クロレッツ オリジナルミント クリアミント アソートボトル

内容量

140g

※1 2020 年弊社によるホームユース調査。「オリジナルミント」については調査対象の 82%が、「クリアミント」については調査対象の 79%が製品を 30 分間噛んだ時点において
「息がスッキリ感じる」と回答。オリジナルミント・クリアミントの調査人数：各 100 名。調査対象者：3 か月以内に、ミント味・レモン味・ライム味ガム自購入消費した 18～59 歳の
男女（「クロレッツガムは購入したくない」人は除外）
※2 2020 年 2 月弊社が委託した第３者研究機関による臨床試験。砕いたニンニク(1g)喫食後のお口のニオイ成分「メチルメルカプタン（揮発性硫黄化合物）」の値を、「クロ
レッツ製品喫食者」と「非喫食者」においてオーラルクロマを用いて計測・比較。「クロレッツガム オリジナルミント（改良品）」の喫食者の口中「メチルメルカプタン（揮発性硫黄化合
物）」計測値が、「非喫食者」における値と比較して、有意に低い値を示す事を確認した。試験対象者：16～59 歳の男女、健康で口腔衛生が整っており、一般的な口腔疾患
のない者。計測条件・計測時点と調査人数：①何も対処しない非喫食者（計 40 名）-砕いたニンニク(1g)喫食開始から 5 分後 ②クロレッツガム オリジナルミント（改良品）
喫食者（計 40 名）-砕いたニンニク(1g)喫食後、製品 2 粒を 5 分噛んだ後。(弊社の研究実験の結果により、「クリアミント」は「オリジナルミント」と同等な効果効能を確認して
いるので、臨床試験では「オリジナルミント」のみ行った)
※３ 健康増進目的ではありません
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「僕のヒーローアカデミア」について
コミックスのシリーズ世界累計発行部数 5,000 万部を突破している、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載中の堀越耕
平による大人気コミックを原作としたＴＶアニメ『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。
総人口の約 8 割が超常能力“個性”を持つ世界を舞台に、事故や災害、“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々
と社会を守る“ヒーロー”になることを目指す主人公・緑谷出久 通称“デク”が、ヒーロー輩出の名門・雄英高校でクラスメイトたち
と共に成長し、敵＜ヴィラン＞たちと戦うというストーリーが繰り広げられていく。
TV アニメシリーズ第 5 期が現在毎週土曜夕方 5:30 から読売テレビ・日本テレビ系全国 29 局ネットで好評放送中(※一部
地域を除く)、さらに、8 月 6 日（金）にはオリジナル劇場版第 3 弾「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ
ミッション」が全国公開。
＜TV アニメ公式 HP＞https://heroaca.com
＜TV アニメ公式 Twitter＞https://twitter.com/heroaca_anime
＜劇場版公式 HP＞https://heroaca-movie.com/
＜劇場版公式 Twitter＞https: //twitter.com/heroaca_movie
©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

モンデリーズ・ジャパンについて
モンデリーズ・ジャパンは約 150 カ国で親しまれるお菓子会社であるモンデリーズ・インターナショナルの一員です。モンデリーズ・インターナショナルは、2012 年 10 月 1 日、
旧クラフトフーズが、北米食品事業（現クラフトフーズ・グループ）と、グローバルスナック事業（現モンデリーズ・インターナショナル）に分社化することにより誕生した会社で
す。日本では 1960 年に事業をスタートし、半世紀以上に渡り、日本の市場で愛されるブランドを送りだしてきました。日本市場に照準を合わせた、革新的な製品開発
力、優れたマーケティングでイノベーションに取り組み、ガム事業においては国内第 2 位のポジションを占めています。

【キャンペーンに関するお問い合わせ】
「スッキリを噛みしめろ。クロレッツ×僕のヒーローアカデミア」キャンペーン事務局
2021 年 6 月 3 日(木)～2021 年 9 月 17 日(金) 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)
E-mail：clorets_hero@mdlzjapan.com
【製品に関するお問い合わせ】
モンデリーズ・ジャパン お客様相談室 0120-199561 午前 9:00～午後 5:00（土、日、祝日、会社休日除く）
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ】
モンデリーズ・ジャパン広報事務局（ブルーカレント・ジャパン）担当：神﨑・今野・山梨
Tel：03-6204-4141 Fax：03-6204-4142 E-mail：mondelez-pr@bluecurrentgroup.com

