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報道関係各位              

2019 年 7 月 11 日 
株式会社 不 二 家 

 
株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）より、2019 年 7 月 25 日（木）に 

お台場ヴィーナスフォート教会広場にて開催する「カントリーマアム 35 周年誕生祭」についてご

案内します。 

  
不二家ロングセラーブランド「カントリーマアム」は 1984 年の発売から、多くの人に愛され、

今年で発売 35 周年を迎えます。現在、不二家では、35 年間の感謝の気持ちを込め「カントリー

マアムしよう！」を合言葉にさまざまなキャンペーンを実施しています。 
 
当イベントには、全国のカントリーマアムファン代表として AKB48 の小栗有以さんが駆け付

け、35 周年を記念したキャンペーン第 1 弾「みんなで出演！ムービーキャンペーン」に応募いた

だいたムービーをスペシャルバージョンとして編集した新 CM を初公開します。また、キャンペ

ーン第 2 弾として開催中の「おいしい！をつなごう。カントリーマアム国民ファン投票キャンペ

ーン」の中間発表を行います。 
さらに、実際の商品に使用している外装や個包装を使い、「東京モード学園」の学生が制作した、

不二家公認のカントリーマアムドレスや、カントリーマアムファンにはたまらない、カントリー

マアム巨大ガチャポンも登場し、カントリーマアム 35 周年誕生祭を盛り上げます。会場は入場無

料のフリースペースです。ぜひご来場ください！ 
 
ご来場できない方も、イベントの様子をライブ配信プラットフォーム「SHOWROOM®」内、

小栗有以さんのアカウント（https://www.showroom-live.com/48_Yui_Oguri）で生配信しますの

で、ぜひご覧ください。 

NEWS RELEASE 

AKB48 小栗有以さんと一緒に、 

みんなでカントリーマアムをお祝いしよう！  

「カントリーマアム 35 周年誕生祭」 
不二家公認カントリーマアムドレスが初お披露目 

〔実施日時/場所〕7月 25日（木）お台場ヴィーナスフォート 教会広場 11:00〜16：00 

https://www.showroom-live.com/48_Yui_Oguri
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2019 年 2 月 26 日から 5 月 20 日まで、皆様とカントリーマアムのおいしい笑顔のムービーを

募集する、「みんなで出演！ムービーキャンペーン」を実施しました。この度、皆様から応募い

ただいたカントリーマアム愛に溢れる動画をできるだけ多く活用した新 CM がついに完成しま

した。 
 7 月 25 日のイベントでは、一足早くこの新 CM を公開します。応募された方はぜひチェックし

にご来場ください。 
 
 
 
 
商品ごとの多様な包装パッケージもカントリーマアムの魅力の 1 つです。そこで、ファッショ

ン・デザインの専門学校、「東京モード学園」のカントリーマアムファンの学生に、カントリー

マアムパッケージを生かしたカントリーマアムドレスを制作していただきました。そのエントリ

ー作品を、7 月 25 日のイベントで初お披露目します。来場者及び小栗有以さんによる会場票と、

生配信される SHOWROOM 視聴者によるオンライン票により、人気投票 1 位を決めます。1 位

に選ばれたドレスは、不二家公認カントリーマアムドレスとして小栗さんに着用いただきます。

表彰式には、不二家代表取締役社長の河村も登壇予定です。 
 

【エントリー作品】 
エントリー①「カントリー・ガール」 
コンセプト：カントリーマアムのパッケージに描かれている小屋から出てきた女の子をイメージ

してデザインしました。ドット柄に見立てたカントリーマアムのデザインと袖とスカートの膨ら

みで女の子らしさを全面に出しました！ 
 

エントリー②「夢心地」 
コンセプト：夢の中で咲いた花。甘い夢の世界へと誘って行く案内人。 
 
エントリー③「プレゼント！MA'AM for you??」 
コンセプト：カントリーマアムがプレゼントのラッピング袋に入っているイメージです。チュー

ルとリボン、そしてカントリーマアムの切り抜きを使って衣装をデザインしました。カントリー

マアム 35 周年をみんなでお祝いしましょう！  
 
エントリー④「マアム星人！」 
コンセプト：カントリーマアムを食べてマアム星人に変身した小栗さんが、宇宙へ行き、マアム

星人として地球を守る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■カントリーマアムの包装パッケージから作られた、世界に 1 つしかない  

不二家公認カントリーマアムドレスをお披露目 

■「みんなで出演！ムービーキャンペーン」制作ＣＭがついに初公開  

「夢心地」  「プレゼント！  

MA'AM for  you??」  

 

 

 

「カントリー・ガール」  

 

 

「マアム星人！」  
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 会場には、数量限定で、カントリーマアムサンプリング

が行われる巨大ガチャポンが登場します（なくなり次第終了）。 
 
マシンのハンドルを回すと、個包装されたカントリーマア

ムのバニラ味とココア味がカプセルに入って出てきます。 
カプセル内の当たり券は、7 月発売の冷やしカントリーマ

アム 2 種（白くま、珈琲フロート）とペコちゃんグッズにそ

の場で交換することができます。 
※実施時間は 11:00〜12:00、14:30〜16:00 の 2 回（予定） 
 
 
  

35 年間多くの方に愛されてきたカントリーマアムブランドは、クッキー・ビスケット 11 年連

続売上 No.1*1。これまでに、多くの味を皆様にお届けしてきました。そんな不二家では、8 月 19
日まで、35 年の歴史の中で選りすぐりの 35 種類から「大切な人と食べたい味」を選んで投票す

る「おいしい！をつなごう。カントリーマアム国民ファン投票キャンペーン」を実施しています。

人気 No.1 に輝いたカントリーマアムを「35th スペシャルバージョン」として合計 1,000 名様に

プレゼントします。投票結果は 9 月頃に発表予定ですが、イベントでは締め切りが迫った本キャ

ンペーンの中間発表を行います。果たして何味が 1 位に選ばれるのでしょうか。 
*1インテージ ＳＲＩ クッキー・ビスケット市場（半生ケーキ除く） （ＳＭ、ＣＶＳ、ＤＲＵＧ） 

2007年 10月～2018年 9月 累計販売金額（各年） ブランド No.1 11年連続更新 

 

【35th 記念「おいしい！をつなごう。カントリーマアム国民ファン投票キャンペーン」 概要】 
 
応募期間：2019 年 5 月 21 日（火）～8 月 19 日（月） 
※当日消印有効 
応募方法：対象商品のバーコード（2 枚 1 口）を、専用の

応募ハガキ、キャンペーンサイトからのダウンロードハガ

キ、または郵便ハガキに貼り、カントリーマアム 35 年の歴

史の中で選りすぐりの 35 種類から「大切な人と食べたい味」

の番号を 1 つ選んで記載の上、郵便番号・住所・お名前・

電話番号・性別・年齢を明記して、所定の郵便料金の切手

を貼ってご応募ください。 
※お一人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ 1 枚に

つき 1 口までの応募とさせていただきます。 
 

【Twitter への投稿でニューヨーク旅行が当たるキャンペーンも同時開催】 
Twitter でハッシュタグ（#カントリーマアム 35th #フレーバー名＊2）をつけて投票していただい

た方の中から選考した 1 組 2 名様に「ニューヨーク 5 泊 7 日の旅」をプレゼントいたします。 
＊2 候補 35 種類の中からお選びください 

※Twitter での投稿は、「カントリーマアム 35th スペシャルバーション」が当たるキャンペーンの抽

選対象ではありません。 
キャンペーン詳細はこちらをご覧ください。 
https://www.fujiya-peko.co.jp/countrymaam/35th/ 
 

■投票締め切り迫る！  国民ファン投票キャンペーンの中間結果を発表 

■カントリーマアム巨大ガチャポンも登場！！  

https://www.fujiya-peko.co.jp/countrymaam/35th/
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■小栗有以（おぐり・ゆい） プロフィール 

生年月日：2001年 12月 26日 

所属：AKB48チーム 8/チーム A兼任 

ニックネーム：ゆいゆい 

出身地：東京 

経歴：2014 年の「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」にて東京

都代表に決定。2016 年 11月発売の 46thシングル「ハイテンション」

で選抜メンバー入り。昨年 3 月より、女性ファッション誌『LARME』

のレギュラーモデルに起用される。同年 5 月発売の 52nd シングル

「Teacher Teacher」で初のセンターに抜擢。また、同年 7月放送の

テレビドラマ『マジムリ学園』では連ドラ初主演を務めた。自他と

もに認める、大のカントリーマアム好き。 

お客様お問い合わせ先 
株式会社不二家   お客様サービス室   電話：0120-047228 

 
本イベントに関する報道関係者お問い合わせ先 

「カントリーマアム 35 周年誕生祭」PR 事務局 （株式会社マテリアル内） 

電話：03-5459-5490 FAX：03-5459-5491 E-mail：6g@materialpr.jp 

担当：有山（070-4540-7708）/酒井（070-7522-1101） 

【「カントリーマアム 35周年誕生祭」概要】 

日 時： 7月 25日（木）11:00～16:00 

場 所： お台場ヴィーナスフォート 教会広場（東京都江東区青海 1丁目 3-15） 

料 金： 入場無料 ※混雑状況により入場制限させていただく場合があります 

アクセス： りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩 3分 

 ゆりかもめ「青海駅」直結 

出 演： 小栗有以さん（AKB48チーム 8/チーム A兼任） 

内 容： ■カントリーマアム 35 周年誕生祭メインステージ（13:00～14:00） 

 ・「みんなで出演！ムービーキャンペーン」制作 CM公開 

 ・ 小栗有以さんによるトークショー 

 ・「おいしい！をつなごう。カントリーマアム国民ファン投票キャンペーン」 

投票結果の中間発表 

 ・カントリーマアムドレスお披露目 

 ■巨大ガチャポンでのサンプリング（11:00～12:00、14:30～16:00） 

mailto:6g@materialpr.jp

