2021年7月20日（火）
株式会社ロッテ

＜新TVCM紹介リリース＞

～もしBTSのメンバー7人が、魔法を使えたら？～
ロッテ キシリトール「Smile to Smile Project」いよいよ本格スタート！
ひとつ屋根の下に暮らす7人兄弟が、ちょっとした魔法でスマイルを生み出す！？

BTS主演新CM「XYLITOL×BTS Smile篇」
7月20日（火）より新TVCM5篇同時に全国でオンエア開始！
■新TVCM5篇に収めきれなった映像を特別編集した「XYLITOL×BTS Smile Special Movie」を、
お口の恋人ロッテ公式YouTubeチャンネルで7月21日（水）午前0時00分より限定配信開始！！
■BTSからみんなへ。笑顔になれるプレゼントが当たる！「Smile to Smileキャンペーン第1弾」！！

株式会社ロッテ（本社：東京都新宿区）は、1997年に「キシリトールガム」を日本で発売し、20年以上に渡って、
“むし歯のない社会へ。”を目指し、様々な提案を行ってまいりました。2021年、ロッテ「キシリトール」は、世界に笑
顔を広げていく「Smile to Smile Project」をグローバルスーパースターBTSとともに発足し、7月より本格スタートし
てまいります。ビルボード「HOT100」(7月17日付)で7週連続1位を獲得するなど、数々の新記録を打ち立てている
楽曲「Butter」を起用した新TVCM「XYLITOL×BTS Smile Sofa篇」、 「XYLITOL×BTS Smile Flower篇」 、
「XYLITOL×BTS Smile Art篇」、 「XYLITOL×BTS Smile Fight篇」、 そして「XYLITOL×BTS Smile Cleaning篇」
の5篇を7月20日（火）より全国でオンエア開始いたします。
またオンエア開始翌日の7月21日（水）午前0時00分からは、TVCM5篇に収めきれなかった映像の特別編集版
約2分の「XYLITOL×BTS Smile Special Movie」をお口の恋人ロッテ公式YouTubeチャンネル
（URL： https://www.youtube.com/channel/UCc2DqW4cAKj2VSIzIPvU8IA）にて、限定配信を開始いたします。
そして7月26日（月）より、BTSからみんなへ、笑顔になれるプレゼント「オリジナルクリアファイル2枚セット」が当
たるプレゼントキャンペーンもスタートします。今後も、プロジェクトの趣旨に賛同していただいた世界的に活躍す
るBTSと、様々な提案で「キシリトール」の魅力を多くの方に伝え、世界を笑顔にする活動を行ってまいります。

■この件に関するお問い合わせ先
株式会社ロッテ

TEL：0120-302-300（フリーダイヤル）
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ロッテ キシリトール 新TVCM 「XYLITOL×BTS Smile篇」
7月20日（火）より5篇同時に全国オンエア開始
7月20日（火）より全国でオンエア開始となる新TVCMのコンセプトは、「Smile!」。古き良きアメリカの一軒家に住む7
人兄弟が、“キシリトールガムを噛んで笑顔になると使える”ちょっと幸せになる魔法によって、思わずみんながスマ
イルになるというストーリーです。主演にBTSメンバー7人を迎えた、アメリカドラマのシットコム（シチュエーションコメ
ディ）仕立ての新TVCMは全5篇で、まさに連続ドラマさながら。7人の自然体の演技とストーリーにもどうぞご注目く
ださい。
また7月21日（水）午前0時00分からは、TVCM5篇に収めきれなった映像や7人の様々な表情を特別編集した
「XYLITOL×BTS Smile Special Movie」がお口の恋人ロッテ公式YouTubeチャンネル
（URL： https://www.youtube.com/channel/UCc2DqW4cAKj2VSIzIPvU8IA）にて、限定配信開始。ビルボード
「HOT100」(7月17日付)で7週連続1位を獲得するなど、数々の新記録を打ち立てている楽曲「Butter」に合わせて、
7人が楽しそうにダンスする様子や思わず笑顔になってしまう特典映像など、TVCM本篇では見られないシーンが
もりだくさんの約2分の特別編集版です。「Butter」もしっかりご堪能いただけるここだけの限定配信
「XYLITOL×BTS Smile Special Movie」にもぜひご期待ください。今後、更なる映像の公開があるかも？しれません。
この機会にぜひチャンネル登録もお願いします。
【「XYLITOL×BTS Smile Special Movie」一部カット】

【BTS コメント】
「Smile to Smile Project」の一環として「Smile!」をテーマにしたTVCMに出演させていただきました。これまで演じた
ことがない初めての設定で、とても楽しく撮影に参加することができたので、世界に笑顔を広げていきたいという
ロッテ「キシリトール」の想いと僕たちの“ちょっとした魔法”で、CMをご覧いただいた皆さんに少しでも「Smile!」をお
届けできたらと思っています。

【川村元気（企画/プロデュース） コメント】
BTSがもしも7人でひとつ屋根の下で暮らしていたら？ キシリトールガムを食べて笑顔になると、ちょっと幸せにな
る魔法が使えるとしたら？ XYLITOLとBTSとのコラボレーションについて思いを巡らせたときに浮かんだのが、そ
んな楽しく、可愛らしく、思わず笑顔になってしまう映像でした。そして出来上がったのは、想像以上にスマイルが
あふれる連続ドラマのような作品でした。Special Movieでは、CMでは収めきれなかった彼らの可愛らしい笑顔を
たくさん詰め込みました。この映像を見てみなさんに笑顔があふれますように。

【児玉裕一（監督） コメント】
BTSからはじまるこの笑顔の連鎖がずっと続きますように。スマイル！
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「XYLITOL×BTS Smile Sofa篇」
ソファに座って、静かに読書をしているJUNG KOOK。そこ
にダンベルを持ったJIMINとヘッドフォンをつけてノリノリのV
がやってきて、無理やり隣に座ってきます。すごく窮屈そう
にしているJUNG KOOKですが、JIMINとVはそんな彼には
お構いなし。そこで、JUNG KOOKがキシリトールガムをひ
と噛み。笑顔を見せたその瞬間、魔法が！ひとりがけのソ
ファがなんと大きなソファに！残り4人のメンバーも集まり、
7人が座れるほどの大きなソファになりました。

「XYLITOL×BTS Smile Flower篇」
元気のないお花を悲しそうに見つめるJINとJ-HOPEと
JIMIN。キシリトールガムを噛んで、お花に笑顔を向ける
JIN。すると、魔法がかかり、お花が一瞬起き上がるもの
の、すぐに元に戻ってしまいます。次は、J-HOPEとJIMIN
もキシリトールガムを噛んで、お花に向かって笑顔を見せ
ると、だんだんお花が元気に起き上がってきます。その様
子を見ていた他の4人のメンバーも駆けつけ、キシリトー
ルガムを噛みながら7人が一斉に笑顔を向けるとお花が
シャキーンと元気に起き上がるのでした。

「XYLITOL×BTS Smile Art篇」
虫の羽音に向かいスプレー缶を持って追いかけているRM。リビ
ングではSUGAとJ-HOPEがその様子を目で追っています。スプ
レーの噴射音がして、思わず立ち上がるJ-HOPE。なんと壁に
は、スプレーの跡が。RMが手にしていたのは殺虫剤ではなく、
カラースプレーで、やってしまったという表情を見せるRM。その
様子をソファに座って見ていたSUGAは落ち着いた様子で、キシ
リトールガムを噛んで、歯を見せながらニコっと笑います。する
と魔法が！壁のスプレーの跡に目が足され、周りに額縁が現れ
アート作品に。やれやれだぜ、という表情を見せるRMでした。

「XYLITOL×BTS Smile Fight篇」
腕組みをして互いにそっぽを向いているJ-HOPEと
JIMIN。他のメンバーがまぁまぁとなだめていますが、
どうやらJIMINがJ-HOPEの大切なマグカップを壊し
てしまったようです。何とかキシリトールガムをふた
りに噛んで欲しいと他のメンバーが薦めます。説得
されてキシリトールガムを噛むと、ふたりは笑顔に。
魔法にかかったように息の合ったダンスをはじめ、
すっかり仲直りするのでした。

「XYLITOL×BTS Smile Cleaning篇」
リビングで思い思いに寛いでいるSUGAとV。そこにRMとJINが
やってきますが、あまりにも部屋が散らかっている様子にドン引
きしつつ、JINは床に落ちていたタオルを拾い上げます。SUGAと
Vがソファから立ち上がり、キシリトールガムを噛んで笑顔をみ
せます。すると、魔法がかかり、一瞬で部屋がきれいに。それど
ころか家具やJINが手にしていたタオルも全部なくなってしまい
ます。そこで、もう一度キシリトールガムを噛んで笑顔を見せる
SUGAとV。家具は元通りになって、RMとJINは驚きをみせつつ、
してやったぜ、という表情を見せるSUGAとVでした。
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プロフィール
BTS
2013年デビュー。韓国国内の新人賞を総なめしたBTS
は、名実ともに韓国を代表する最高のボーイグループ
に成長。世界有数の音楽チャートで記録的な数値を更
新中。韓国のアーティストとして初めて第63回グラミー
賞のベストポップデュオ/グループパフォーマンス
（BEST POP DUO / GROUP PERFORMANCE）にノミ
ネートされ、韓国アーティストとして初の単独ステージ
を行った。
現在は、世界中でBTS旋風を巻き起こし、グローバル
アーティストとして名を馳せている。
© 2021 BIGHIT MUSIC / HYBE. All Rights Reserved.

川村元気 / Genki Kawamura （企画/プロデュース）
1979年横浜生まれ｡『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』『君の名は。』『怒り』『天気の子』などの映画
を製作｡2012年､初小説『世界から猫が消えたなら』を発表。同作は21カ国で出版され累計200万部を突破し、ハリ
ウッドでの映画化も決定。2018年､初監督作品『どちらを』がカンヌ国際映画祭短編コンペティション部門に出品され
る。主な著書に、小説『億男』『四月になれば彼女は』『百花』､絵本『ぼく モグラ キツネ 馬』など｡

児玉裕一 / Yuichi Kodama（監督）
1975年新潟生まれ。 東北大学理学部化学系卒業。 卒業後、広告代理店勤務を経て独立。 2006年より「CAVIAR」
に所属。2013年9月「vivision」設立。CMやMVなどの映像作品の企画／演出から、ライブの演出まで幅広く従事。カ
ンヌ国際広告祭チタニウム部門グランプリをはじめ、Clio Awards、One Showでグランプリを受賞。ほか受賞多数。
2015年よりロンドンのクリエイティブエージェンシー「CANADA LONDON」に所属。

ロッテ「キシリトールガム」 商品概要
爽やかなライムミントが香る特定保健用食品のキシリトールガムです。むし歯の原因にならない甘味料（キシリトール
及びマルチトール）を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物（フノラン）、リン
酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。
消費者庁の許可を受けた特定保健用食品です。1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。

●商品名：キシリトールガム＜ライムミント＞
ファミリーボトル
●発売地区：全国
●内容量：143g
●価格：オープン価格
［想定小売価格836円前後（税込）］

●商品名：キシリトールガム＜ライムミント＞

●発売地区：全国
●内容量：21g（14粒）
●価格：オープン価格
［想定小売価格132円前後（税込）］
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キャンペーン情報
Smile to Smile キャンペーン第1弾
キシリトールガム（ボトル1個またはスティック7個）をお買い求めのレシートを撮影し、キャンペーンサイトにてご応募くだ
さい。抽選で10,000名様に、BTSからみんなへ、笑顔になれるプレゼント「オリジナルクリアファイル2枚セット」が当たり
ます。たくさんのご応募お待ちしております。

【キャンペーン応募期間】
2021年7月26日（月）10時00分～10月3日（日）23時59分
※レシート有効期間：2021年7月20日（火）0時00分
～2021年10月3日（日）23時59分
※キャンペーンは予告なく終了することがございます。
【賞品】
XYLITOL×BTS オリジナルクリアファイル2枚セット
（7人集合×2種）
【当選者数】
10,000名様
※おひとり様、何回でもご応募いただけます。
【対象商品】
キシリトールブランドのガム（ボトル、スティック）各種
※タブレット・ラムネは含まれません。
※一部対象外商品があります。
詳しくはキャンペーンサイトにてご確認ください。

※画像はイメージです。
賞品のデザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

【応募方法】
・対象商品を購入したレシートを撮影の上、キャンペーンサイト
にて必要事項を記入し、応募完了となります。
・対象商品ボトル1個またはスティック7個ご購入を1口としてのご応募となります。
・WEBショップでお買い上げの場合は、領収書もしくは納品書がレシートの代わりとなります。
・ロッテオンラインショップでお買い上げの場合は、領収書もしくは出荷完了メールの画像が
レシートの代わりとなります。
・3本パックガムはスティック3個分、5本パックガムはスティック5個分となります。
※1回のご応募で最大10口まで応募可能です。
※アップロードできる画像は7つまでとなります。
※1つの画像内にレシートは2枚までをまとめることができます。
※当社が定める会員規約等をご確認いただき、ご同意の上、「ロッテグループ公式オンラインモール会員」
にご登録をお願いします。
【キャンペーンサイト】
URL： https://lotte-shop.jp/shop/e/eLbtscp2107/
※7月26日（月）10:00サイト公開
【当選発表】
当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【お問合せ】
「Smile to Smile キャンペーン」事務局
TEL：0120-067-610 （10:00～17:00 ＊土日祝日を除く）
開設期間：2021年7月26日（月）～2021年12月24日（金）
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