《報道関係資料》

2021 年 7 月 9 日
日清オイリオグループ株式会社

ＴＶＣＭに続き、

広瀬アリスさん出演！

日清ＭＣＴオイル初のＴｗｉｔｔｅｒ朝ドラ「日々きらり」公開スタート
７月９日（金）から７日間、毎朝８時公開。プレゼントキャンペーンも同時開催！
日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、「日清 MCT オイル」CM キャラクターの広瀬アリスさん
を起用した連続 Twitter 朝ドラ「日々きらり」を、日清オイリオ公式 Twitter で 7 月 9 日（金）朝 8 時から 7 日間に
わたって公開します。
「日々きらり」は、主人公・大井リオが、シェアハウスで過ごす中で、MCTオイルに関するポイントを広瀬アリス
さん演じる“謎多き女性”から伝授してもらいながら、日々を前向きに過ごし、きらきら輝く未来に向けて、成長し
ていく物語です。
ドラマの公開にあわせて、日清オイリオ公式Twitterにて「日清MCTオイル」が当たるプレゼントキャンペーンも
同時開催します。
◆日清オイリオ公式Twitter ： 「@nisshin_oillio」（ https://twitter.com/nisshin_oillio ）

制作背景/見どころ
日清 MCT オイル CM キャラクターの広瀬アリスさん、今夏は日清オイリオの Twitter に登場！
日清 MCT オイルは中鎖脂肪酸油 100％。毎日の食事に加えるだけで、良質なエネルギー補給ができます。
毎朝、日清 MCT オイルを摂って元気に過ごしていただきたい、そんな思いから「朝ドラ」を企画しました。
日清 MCT オイルの CM キャラクターでもある広瀬アリスさんは、どんなポジションでも輝くオールラウンダーで
あり、どんな料理にもあう MCT オイルを紹介する今回の朝ドラにも相応しく、ご出演いただきました。日清 MCT
オイルを日常的に使用している広瀬アリスさん。オイルを得意げにかけるアクションの広瀬さんの表情にも注目
してご覧ください。

ドラマ概要
タイトル
公開期間
公開内容
公開場所
YouTube URL

：連続Twitter朝ドラ「日々きらり」
：2021年7月9日（金）～7月15日（木）
：全7話（毎朝8時公開予定）、各話60秒程度
：日清オイリオ公式Twitter 「@nisshin_oillio」（ https://twitter.com/nisshin_oillio ）
：https://youtu.be/aEsgENr_ZTE （メイキング／インタビュー）
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相関図

あらすじ
大井リオ 22 歳。就職を機に選んだ入居先は、MCT オイルが大好きな住人が集まるちょっと変わったシェアハ
ウスだった。シェアハウスには、モデルのミディアム・チェーン・トリグリセリド、会社員の油子、若くして大家をして
いる日清油也、そして、謎の女性（広瀬アリス）が住んでいる。彼女は特に MCT オイルへの愛が深く、リオを戸惑
わせることもしばしば。でもそこにはある秘密があった・・・。

撮影エピソード
広瀬アリスさん、高い位置からオイルをかけるアクションに挑戦！
監督からの紹介のあと「よろしくお願いします！」という挨拶から撮影がスタート。作中では、高い位置から
MCT オイルをかけるアクションがあり、広瀬さんは「苦手ですが…（笑）」と告白しながらも、監督がその場で動き
をレクチャーすると、すぐに習得。監督のオッケーにガッツポーズをする姿もみられ、明るい笑顔で現場を和ませ
てくれました。また、告知メッセージの撮影では「最後もみてね～！」というセリフを噛んでしまい、思わず舌を出
して悔しがっていた広瀬さん。そのチャーミングな表情にスタッフから笑いが起きる場面も。出演者やスタッフの
皆さんとも談笑しながら撮影を楽しんでいる様子で、無事クランクアップを迎えました。
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広瀬アリスさんインタビュー
Q. 連続 Twitter 朝ドラ「日々きらり」の見どころを教えてください。
A．MCT オイルをかけながら白バックで撮影していたシーンが、どう出来上がるのか本当に楽しみです。
Q. MCT オイルも今回の朝ドラも「朝に元気を与える」という共通点がありますが、
毎朝元気をチャージしているものはありますか？
A. プライベートでも日清 MCT オイルにはすごくお世話になっています。摂取するものは、一番気を付けている
かもしれないですね。MCT オイルはヨーグルトにかけたりして食べています。
Q. ドラマをご覧になる皆さまにメッセージをお願いします。
A．このドラマを通じて、多くの方にぜひ MCT オイルを試していただきたいです。このドラマは良い 1 日を過ごす
ヒントがたくさん詰まっていると思います。たくさんの方に観ていただきたいです！

出演者プロフィール

広瀬アリス
生年月日

：1994 年 12 月 11 日

血液型

：AB 型

出身地

：静岡県

身長

：165cm

所属

：フォスター・プラス

Twitter キャンペーン
ドラマ公開にあわせて、日清オイリオ公式 Twitter にて、連続 Twitter 朝ドラ「日々きらり」公開記念キャンペー
ンを実施します。7 月 9 日（金）の第 1 話公開スタート日に、日清オイリオ公式 Twitter にて、ドラマの中で広瀬ア
リスさんが登場したシーンにまつわるクイズを出題し、正解した方の中から抽選で 20 名様に、「日清 MCT オイル
HC85g」をプレゼントします。

＜キャンペーン概要＞
応募方法

：Twitter で日清オイリオ公式アカウント「@nisshin_oillio」（ https://twitter.com/nisshin_oillio ）
をフォローし、2021 年 7 月 9 日（金）に投稿される「カンバーセーショナルカード」のクイズの
答えをツイートしてください。

期間

：2021 年 7 月 9 日（金）8:00～2021 年 7 月 20 日（火）17:00

当選賞品

：「日清 MCT オイル HC85g」１本を合計 20 名様にプレゼントします。

問い合わせ窓口 : hibikirari@cam-jimukyoku.com
※受信は開設期間 7 月 9 日(金)から 8 月 20 日(金)の間、24 時間受け付けております。
※ご質問へのご回答は原則 2 日～3 日以内にご連絡させていただきます。状況によっては
それ以上のお時間をいただくことがあります。
※Twitter のダイレクトメッセージでのお問い合わせについては、誠に恐れ入りますがお受け
できませんのであらかじめご了承ください。
その他、応募規約等の詳細につきましては 7 月 9 日（金）の Twitter での投稿をご確認ください。
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日清 MCT オイルについて
商品名

パッケージ

商品特長

日清 MCT オイル HC85g
MCT（中鎖脂肪酸油）100%の食用油。毎日の食事に加
えるだけで、手軽に良質なエネルギーが補給でき、体づ
くりをサポートします。無味無臭のオイルなので、飲み物
でも食事でも合わせていただけます。

日清 MCT オイル HC200g

制作スタッフ
プロデューサー

：鈴木 譲 （株式会社 TOW）
：内賀嶋 美貴 （株式会社 TOW）

プランナー

：津崎 景太 （株式会社 TOW）
：山崎 柚香 （株式会社 TOW）

PR プランナー

：染川 智美 （株式会社 TOW）

デザイナー

：望月 睦美 （株式会社 TOW）

プロデューサー

：塚原 宗平 （株式会社 二番工房）

プロダクションマネージャー

：柴田 若奈 （株式会社 二番工房）
：遊佐 美有 （株式会社 二番工房）

監督

：福西 悠正

撮影

：川越 一成

照明

：村岡 春彦

美術

：横張 聡

フードコーディネーター

：前田 かおり

スタイリスト

：朝倉 豊（広瀬アリス）/山崎 沙央里（サブキャスト）

ヘアメイク

：河北 裕介（広瀬アリス）/中川 恵理（サブキャスト）

編集

：花井 洋介

リリースに関するお問合せ先
日清オイリオグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報課
ＴＥＬ：03-3206-5109

〒104-8285 東京都中央区新川一丁目 23 番 1 号
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