
2016年6月28日 
株式会社JR東日本ウォータービジネス 

紙芝居の世界で、乃木坂46メンバーが大変身！！ 
今年のフロムアクアは、 “落ちないキャップが、うれしいね♪” 

ＯＬに！浴衣に！山ガールに！ラクロス女子に！ 

株式会社JR東日本ウォータービジネス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木浩之）
は、JR東日本の各駅にて販売する「From AQUA」<フロムアクア>のイメージキャラクター
として、昨年に引き続きアイドルグループ乃木坂46を起用します。 
 

今年は、乃木坂46のメンバーが紙芝居の世界で様々な姿に大変身し、 「From AQUA」の最
大の特長である “落ちないキャップ” が、様々なシチュエーションで便利であることを、「落
ちないキャップが、うれしいね！」と伝えていきます。 
 

また、乃木坂46とのコラボキャンペーンがパワーアップし、「うれしいＷキャンペーン」と
して今年も実施します。昨年同様の「飲んで当たるキャンペーン」に加え、『acureメンバー
ズ』に入会するだけで抽選で2,000名様に『From AQUA × 乃木坂46 オリジナルQUOカー
ド』が当たる「入会キャンペーン」も実施します。 
 

 2016年の「From AQUA × 乃木坂46」に、是非ご期待ください。 

1. From AQUAタイアップ 

Ⓒ乃木坂46ＬＬＣ 

① テレビCM 
乃木坂46が出演するテレビＣＭを、関東エリアでスポット展開します。 
放映期間：2016年7月4日～（1週間程度） 
 

② 特設webページ 
URL：http://www.acure-fun.net/fa-nogizaka46/index.html 
テレビＣＭで放映する「公園・買い物」編と「登山・応援」編の動画に加え、特設web
ページだけでしか見ることのできないメイキング/インタビュー動画も、出演する全16名
のメンバー全員分を順次公開していきます。 
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    2016年7月1日（金）～9月30日（金） 
  
【キャンペーン① acureメンバーズ 入会で当たる！】 
    期間内に、Suica等交通系電子マネーをacureメンバーズに登録された方の中から抽選 
    で当たります 
    『From AQUA × 乃木坂46 オリジナルクオカード』（500円分） 2,000名様 
    ※デザイン4種の中からランダムで1種が当たります。 
 
【キャンペーン② 飲んで当たる！ステキな賞品】 
    acureメンバーズに登録したSuica等交通系電子マネーを使い、JR東日本のエキナカ自 
    販機acureで買い物をするとポイントが付与されます。所定のポイントを貯めて、応募 
    された方の中から抽選で当たります 

2. うれしいＷキャンペーン 

期 間： 
 
 
内 容： 
 
賞 品： 
 
 
 
内 容： 
 
 
賞 品： ＜From AQUA × 乃木坂46＞ 

メンバーと一緒に楽しむ！オリジナルイベント 50名様 
モバイルバッテリー   100名様 
クリアファイルセット  550名様 

＜ステキな賞品セレクション＞ 
選べる！全国のうまいもんカタログギフト券 50名様 
BALMUDA The Toaster   25名様 
Panasonic 衣類スチーマー  25名様 

 
20pt 
10pt 
5pt 
 
30pt 
35pt 
25pt 

▲自販機側面に大型グラフィックシートを展
開。全部で16種、約340枚を首都圏にて実施
します。 

▲ＪＲ東日本のエキナカに設置されているacure
自販機の正面ポスターは、全エリアで展開します。 

3. その他 
① タッチパネル式自販機に乃木坂46メンバーが登場 
② オンラインショップ限定！「４」と「６」の付く日はポイント１０倍（※） 

※当社オンラインショップのうち楽天市場で「From AQUA」を購入すると、楽天スー
パーポイントが10倍となります。 

③ 文化放送「乃木坂の『の』」内にて“落ちないキャップ”にちなんだコーナーがスタート 
以上 

◇◇◇お問い合わせ先◇◇◇ 
株式会社JR東日本ウォータービジネス 企画部 
TEL：03-6853-6005  担当：和方・川口 

 



【別紙①－１】その他の『From AQUA × 乃木坂46』 

 タッチパネル式自販機に乃木坂46メンバーが登場 

▲From AQUAの商品を白石麻衣がオススメ♪ ▲購入本数に応じて、白石麻衣のコメントや表情
が変化します！（acureメンバーズログイン後） 

▲acureメンバーズに登録した交通系電子マネーで商品を購入すると
抽選ルーレットが回り、メンバーの直筆メッセージや運が良ければ
From AQUA１本プレゼントも♪（acureメンバーズログイン後） 



【別紙①－２】その他の『From AQUA × 乃木坂46』 

 オンラインショップキャンペーン！「４」と「６」のつく日はポイント１０倍 
 

期間：2016年7月1日（金）～9月30日（金） 
期間内の「４」と「６」のつく日に、当社のオンラインショップ（※）にて「From 
AQUA530mlまたは280ml」をご注文いただくと、ポイント10倍プレゼント！ 
※当社オンラインショップのうち楽天市場のみで、「From AQUA」を購入すると、楽天
スーパーポイントが10倍となります。 
※ご注文の翌日に予定ポイントを取得し、20日後より利用が可能となります。 

 文化放送「乃木坂の『の』」内にて“落ちないキャップ”にちなんだコーナーがスタート 
 

毎週日曜日18:00～18:30の時間で文化放送にて絶賛放送中の「乃木坂の『の』」。同番組
内でFrom AQUAの特長である“落ちないキャップ”にちなんだコーナーが2016年7月よりス
タートします。 
コーナーでお便りが採用されたリスナーの方には、「From AQUA 夏限定ラベル530ml」1
ケース（24本入り）をプレゼントします。 



 【飲んで当たる！ステキな賞品】  From AQUA × 乃木坂46 
20ptコース：メンバーと一緒に楽しむ！！オリジナルイベント（50名様） 
 

乃木坂46のメンバーと一緒に楽しめる本キャンペーンオリジナルイベントへのご招待です。 
当日の出席メンバーは未定です。また、会場までの交通費、宿泊費などについては当選者様
ご本人のご負担となります。 

※催行日は2016年11月以降、土・日・祝日のいずれかの日程を予定しています。 

【別紙②ー１】うれしいＷキャンペーン賞品詳細 

昨年度のキャンペーン賞品として2016年3月に実施されたオリジナルイベントの様子（都内某所） 

 【acureメンバーズ 入会で当たる！】 
 From AQUA × 乃木坂46 オリジナルQUOカード 500円分 （2,000名様） 

全4種類の中からランダムで1種類が当たります。 



【別紙②ー２】うれしいＷキャンペーン賞品詳細 

 【飲んで当たる！ステキな賞品】  From AQUA × 乃木坂46 
10ptコース：モバイルバッテリー（100名様）  

※賞品画像はイメージです。 

白石麻衣がデザインされた「From AQUA × 乃木坂46」オリジナルのモバイルバッテリー。 

 【飲んで当たる！ステキな賞品】  From AQUA × 乃木坂46 
5ptコース：クリアファイルセット（550名様）  

※賞品画像はイメージです。 

自販機側面に掲出される大型グラフィックシートに登場する乃木坂46メンバーがデザイン
された「From AQUA × 乃木坂46」オリジナルのクリアファイル4種セット。 



【別紙②ー３】うれしいＷキャンペーン賞品詳細 

 【飲んで当たる！ステキな賞品】 ステキな賞品セレクション 

※賞品画像はイメージです。 

選べる！全国のうまいもんカタログギフト券 

50名様 

BALMUDA The Toaster  
K01A-KG 黒 

 

25名様 

パナソニック 衣類スチーマー 
NI-FS470-PN ピンクゴールド 

 

25名様 

25pt 

サイズ（約）： 
幅398mm高さ277ｍｍ奥行364ｍｍ 

サイズ（約）： 
幅220mm高さ170ｍｍ奥行90ｍｍ 

※予告無く商品の内容、規格が変更にな
る場合がございます。あらかじめご了承
願います。 
※青果については天候不順により、お届
けが遅れることがあります。また、出荷
が困難な場合には代替品をお送りさせて
頂くことがあります。 

35pt 

30pt 

※賞品画像はイメージです。 ※賞品画像はイメージです。 



 From AQUAとは 
【商品概要】  

商 品 名：From AQUA＜フロムアクア＞～谷川連峰の天然水～  
品 名 等：ナチュラルミネラルウォーター、硬度約20度（軟水）  
採 水 地：谷川連峰（群馬県利根郡みなかみ町）  
販売価格：530ml（110円）/ 280ml（100円） 
（注）記載価格は自販機での販売価格です。店舗により販売価格が異なる場合もあります 
販売箇所：JR東日本のエキナカ飲料自販機acure＜アキュア＞ 
     JR東日本ウォータービジネス通信販売 
     NEWDAYS、KIOSK、JR東日本のエキナカ店舗 、車内販売 等 
      ※一部販売していない店舗もございます。 

特長① 

エキナカの移動に便利な“落ちないキャップ”の採用 

乗車前購入の高さからエキナカの”乗車前に購入して移動中に飲
用する“という持ち運びニーズに応え、「落ちないキャップ」を
採用しています。 

特長②： 

谷川連峰の大自然を表現した季節限定ラベルの展開 

谷川岳の一の倉沢をモチーフにしたパッケージデザインが季節ご
とに変化することで、季節感や旬を忙しいお客さまに売場の変化
から伝えていき、水を飲むことで忙しい毎日にちょっとした休息、
癒しを感じていただけるようにと考えました。 

特長③： 

まろやかですっきりとした味わいのお水 

広大な自然を誇る上信越高原国立公園内で採水したお水は、硬度
約20度、体にやさしいpH7.3の弱アルカリ性。ミネラル成分をバ
ランス良く含み、まろやかですっきりとした味わいです。 

谷川連峰の自然が感じられるパッケージデザイン 
 

谷川岳の一の倉沢をモチーフにしたパッケージデザイン。 
春と秋の通常ラベルに加えて、夏限定ラベル、冬限定ラベ
ルで展開しています。 

参考 

左：通常ラベル 中：夏限定ラベル 右：冬限定ラベル 
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