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アジア初! 映画・音楽が連動した新型エンターテインメントで
日本の「キットカット」のアジア展開を図る新プロジェクト始動

”ミュージック&シネマブレイク in ネスレシアター”
話題の新作配信映画『そちらの空は、どんな空ですか?』に
連動型ミュージックビデオ『KIT MUSIC』が新登場! 藤巻亮太、HY、K が参加決定!
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO 高岡 浩三、以下「ネスレ」）は、 日本の
「キットカット」の魅力をアジア圏へ発信するため、映画と音楽を連動させる新プロジェクト“ミュージック&シネマブレイク in ネスレシアター”
を展開することを決定しました。2015 年 10 月 7 日（水）より、「ネスレシアター on YouTube」にて、新作コンセプトシネマ『そちらの
空は、どんな空ですか?』に連動するミュージックビデオの新シリーズ「KIT MUSIC (キットミュージック)」を展開します。

■豪華キャスト、アーティストが集結。“Japanese KIT KAT”の魅力拡大を一気に加速!
「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
現する「コンセプトシネマ」を『YouTube』上で無料公開し、累計視聴数が 2,000 万回を突破するなど、好評を博しています。
ネスレは、日本の「キットカット」が持つ応援アイテムとしての価値の認知拡大を、日本国内はもとよりアジア圏まで広げるため、初の試
みとして「コンセプトシネマ」と連動するミュージックビデオ（以下「MV」）をシリーズ化。「KIT MUSIC」と名付け、「ネスレシアター on
YouTube」で新展開します。公開前から海外でも高い注目を集めている新作コンセプトシネマ『そちらの空は、どんな空ですか？』は、
アジア圏で高い人気を誇る知英(ジヨン)さんが映画初主演で参加し、遠く離れた 2 人のヒロインが、空と「キットカット」によって繋がれ、
励まし合う様子を描きます。本作と連動する形で、遠く離れた人たちを応援するエールソングを、人気アーティスト 3 組がオリジナル MV
で表現します。

＜『そちらの空は、どんな空ですか？』 香港ロケより。主演・知英さん、松風理咲さんの様子＞

ネスレは、“ミュージック&シネマブレイク in ネスレシアター”プロジェクトを通じて、上質な「キットカットブレイク」を国内外の「キットカット」
ファンの皆様にお届けし、日本の「キットカット」のユニークな魅力を発信して参ります。

■3 部作映画で紡ぎだされる想いを、藤巻亮太さん、HY、K さんら 3 組の人気アーティストが MV で表現！
「KIT MUSIC」には、藤巻亮太さん、HY、K さんが参加し、3 つの音楽を通じて、コンセプトシネマの新しい側面を表現します。
第 1 弾として、藤巻亮太さんの新曲「8 分前の僕ら」の MV を本日より公開します。藤巻さんは「レミオロメン」のボーカリストとして活
躍し、同バンドの代表曲「粉雪」、「3 月 9 日」はアジア圏で人気を誇ります。第２弾には、アジア進出をいよいよ本格化、最新アルバ
ム『LIFE』引っ提げての台湾ワンマンライブが決定しているＨＹが、第 3 弾には、韓国・ソウル出身のシンガーソングライターK さんが参
加します。「KIT MUSIC」3 作品を手掛ける監督には、国内外で高い評価を誇る菱川勢一さんが参加。3 組のアーティストとコラボレー
ションし、3 つのエールソングを独自の世界観で伝えていきます。
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■史上初! 「KIT KAT」が「KIT MUSIC」になった限定パッケージが期間・数量限定で登場!
「KIT MUSIC」の公開を記念して、ブランドロゴが“KIT MUSIC”となった「キットカット ミニ 14 枚
入り」を、期間・数量限定で販売します。「キットカット」として、ロゴを変えての国内販売は初の試み
となります。映画・音楽・商品を総動員して、今回のプロジェクトを盛り上げていきます。

製品名

キットカット ミニ

内容量

希望小売価格

販売

（税込）

地域

540 円

全国

14 枚

発売日

11 月上旬よ
り順次入替

種類別名称

チョコレート

熱量

製品 1 枚あたりの熱量の

（1 枚あたり）

栄養素等表示基準値に対する割合

64kcal

3%

◇配信スケジュール（予定）
10 月 7 日（水）

KIT MUSIC 第 1 弾 『8 分前の僕ら』 by 藤巻亮太

10 月 29 日（木）

『そちらの空は、どんな空ですか?』 エピソード 1

11 月上旬

KIT MUSIC 第 2 弾 by HY

11 月中下旬

『そちらの空は、どんな空ですか?』 エピソード 2

12 月上旬

KIT MUSIC 第 3 弾 by K、『そちらの空は、どんな空ですか?』最終エピソード

・いずれも「ネスレシアター on YouTube（http://nestle.jp/entertain/nestle_theater/）」にて公開予定です
・公開予定は予告無く変更となる場合がございます

◇プロフィール
◎第 1 弾アーティスト 藤巻亮太
2000 年 12 月、地元山梨で小学校からの同級生 3 人でレミオロメンを結成。その後、「3 月 9 日」「粉雪」など数々のヒットを記録し
今でも多くの人に支持され続けている。2012 年 2 月、レミオロメンの活動休止を発表。同年 10 月には、藤巻亮太としてソロ 1st
Album『オオカミ青年』をリリースし、ツアーを敢行。2013 年 9 月、自身初となる弾き語りツアー『明日の歌旅 2013』開催。2015 年
5 月には、Mini Album 「旅立ちの日」をリリース。今後も、各地の学園祭やイベントに多数出演。

◎第 2 弾アーティスト HY
2000 年結成。沖縄県うるま市出身の、新里英之（Vo＆Gt）、名嘉俊（Dr）、許田信介（Ba）、仲宗根泉（Key&Vo）、宮
里悠平（Gt）の 5 名からなる日本を代表するインディーズアーティスト。2001 年１st アルバム『Departure』をリリース。2003 年２nd
アルバム『Street Story』をリリース、インディーズとしては史上初のオリコンチャート初登場＆4 週連続 1 位という偉業を達成しミリオンセ
ラーに。以来、8 枚のアルバムをリリースし、累計 500 万枚に到達。全都道府県ツアー過去 3 回、更にカナダ・アメリカツアーも敢行。現
在も沖縄に在住し、インディーズにて全国・世界へと音楽を発信している。

◎第 3 弾アーティスト K
韓国・ソウル出身の J-POP アーティスト。2005 年 3 月『over...』でデビュー。同年 11 月に「1 リットルの涙｣の主題歌『Only Human』
をリリース。1st アルバム『Beyond the Sea』は 30 万枚を超えるヒットを記録。圧倒的なライブパフォーマンスで高い支持を集め、2010
年には日本武道館公演も成功させた。2011 年から約 2 年間の兵役を終え、今年デビュー10 周年を迎える。
7 月 1 日に 10 周年記念シングル「Years」をリリース。翌 7 月 2 日から全国 47 都道府県ツアー「10th anniversary K～thanK you!
～」がスタート。8 月 5 日に全曲生音のアレンジで贈るニューアルバム「Ear Food」をリリース。

◎監督 菱川勢一
映像演出、舞台演出、空間演出、3DCG 製作など横断的な活動後、DRAWING AND
MANUAL の設立に参加。ニューヨーク ADC 賞、ロンドン国際広告賞など国際的な受賞多数。
2011 年武蔵野美術大学教授就任、監督を務めた CM がカンヌライオンズで三冠受賞、初の巡
回写真展を開催した。2013 年には短編映画を初監督、2015 年メディアアート作品をミラノ・ニュ
ーヨークで発表、東京ミッドタウンでの展覧会ディレクションなど活躍の幅を広げ続ける。
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ネスレお客様相談室
フリーダイヤル0120-00-5916 （受付時間 24時間年中無休）

