カリフォルニアプルーンお取り扱い関係各位

カリフォルニアプルーン協会
2021年秋のキャンペーン<続報>
カリフォルニアの
恵みを、
ぎゅっと。
TVCM放送予定を公開！

今秋のキャンペーンはTV・TVer CMの同時期（10/2〜）放送でシナジー効果を期待！
カリフォルニアプルーン協会ドン・ズィー会長、
カリフォルニアプルーンの
「今」
を語る
平素は格別のお引き立てを賜りまして誠にありがとうございます。
いよいよ10月2日より、
カリフォルニアプルーン協会2021年秋のCMキャンペーンが始ま
ります。2019年秋から、年2回（秋と春）
のキャンペーンを展開し、5回目を迎えた今秋は、
従来のTVだけでなく、時間や場所にとらわれないライフスタイルを好み美容・健康意識の
高い世代に向けて、新たにチャンネル
（民放公式見逃し配信サービスTVer*）
を追加し、
そ
れぞれCMオリジナル版「カリフォルニアの恵み」及び新版「やっぱりカリフォルニアプルー
ン、
だね！」
の2種類を、
同期間に放送することで相乗効果を図ります。TV・TVer CMキャン
ペーンカレンダー及びTVCM放送予定については次項以降をご参照ください。
*https://tver.co.jp/
また、
CMキャンペーンに先立ち、
カリフォルニ
アプルーン協会ドン・ズィー会長が、
「NIKKEI
The STYLE」
（日本経済新聞社発行）
のイン
タビューに応え、
日本市場に向けて、生産地
からカリフォルニアプルーンの現状について
語り、紹介されました。世界のプルーンの一大
生産地であるカリフォルニアのプルーン生産
の歴史や経験値、その温暖な気候や肥沃な
土壌のなか実践される環境に負担を掛けな
い栽培方法で丁寧に作られる高品質で美味
しいカリフォルニアプルーンは、
まさに自然の
恵み。
さらに、米国内外の研究調査結果によ
り明らかになった腸や骨、心臓や体重管理な
どの健康効果は、特にこのコロナ禍にあって、
免疫を高め健やかな生活を送るために注目
され、米国内にとどまらず各国で需要が増し
ています。

Nikkei The STYLE

2021年8月29日付

詳しくはこちら

https://www.prune.jp/news/0924
■

カリフォルニアプルーンとは

カリフォルニアプルーンは、高品質で知られる南フランス原産のプラム
（西洋すもも）
をカリフォルニアの温暖な
気候と肥沃な土壌のもとでさらに改良した改良フランス種のプラムを乾燥させたドライフルーツです。数百種類
あるといわれるプラムの中でも、樹上で完熟し、種を付けたまま乾燥させても発酵しない糖度の高いわずか数
種類のうちの一種で、糖度を見極めて、
シェイカーと呼ばれる自動揺さぶり機で丁寧に収穫、木枠に並べて18
−24時間かけて熱風乾燥させています。
カリフォルニアプルーンならではの大粒でぎゅっと詰まった旨みや甘
味とわずかな酸味、
しっかりとしたジューシーな食感と、変わらない品質の高さが特徴。
また、心身の健康に影
響を及ぼす腸内環境を整える
「腸活」
をサポートする2種類の食物繊維（水溶性と不溶性）
をバランスよく豊富
に含んでいます。
さらに、体内の余分な塩分の排出を助けるカリウムや代謝をうながすビタミンＢ群など、多様
な栄養素が含まれています。

カリフォルニアプルーン協会
2021年秋のキャンペーン カレンダー
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一部内容が変更になる場合があります。

協会HPからも上記情報のPDFをダウンロードしていただけます。
URL：https://www.prune.jp/news/0924

お知らせ
今収穫期（2021年8月〜）から、
カリフォルニアプルーン協会e-newsletterの配信
を始めました。
カリフォルニアプルーン生産地、栄養・健康研究調査結果、
セミナーや
販売促進・PR活動などの最新情報を定期的にお届けします。
ご希望の方は、下記問
い合わせまでご連絡ください。

> 本件に関するお問い合わせ

カリフォルニアプルーン協会
担当：本田、由田、坂本
E-mail：info@prune.jp

日本事務所

TEL：03-4540-6598

FAX：03-6683-3454

URL：https://www.prune.jp

2021年秋のキャンペーンTVCMの放送予定表
2021年10月2日
（土）〜10月17日
（日）

関東エリア
〈テレビ朝日〉

〈日本テレビ〉

■ 10/2 18：56〜20：54
世界が驚いたニッポン スゴーイデスネ視察団SP
■ 10/4・5・6・7・8・14・15 15：43〜16：40
ゴゴワイド
■ 10/5・6・7 8：00〜9：55
モーニングショー
■ 10/4・5・6・7・8・11・12・13・15 16：40〜18：45
スーパーJチャンネル
■ 10/7 20：00〜21：54
ドラマスペシャル ドクターY〜外科医 加地秀樹
■ 10/11 21：54-23：10
報道ステーション

など 合計42本予定

■ 10/4・11・13 8：00〜10：25
スッキリ
■ 10/5・14 11：55〜13：55
ヒルナンデス！
■ 10/6 19：00〜22：00
1周回って知らない話 3時間SP
■ 10/10 7：30〜10：25
シューイチ
■ 10/14 19：56〜22：54
ケンミンSHOW 3時間SP
■ 10/11・15・16 15：50〜17：53
news ever

など 合計19本予定

関西エリア
〈朝日放送〉

〈関西テレビ〉

■ 10/4・5・7・13・14・15 8：00〜9：55
モーニングショー
■ 10/5・6・78・11・12 13：45〜15：45
プレミアムワイド
■ 10/12・13・14 22：09〜23：25
報道ステーション
■ 10/11 13：00〜13：30
徹子の部屋
■ 10/2 14：00〜17：00
プロ野球 阪神VS中日
■ 10/3 15：24〜17：25
プロ野球 阪神VS中日
■ 10/6 19：04〜21：54
ミラクル9 3時間SP

など 合計35本予定

■ 10/4・5・6・11 5：25〜8：00
めざましテレビ
■ 10/6・11 8：00〜9：50
めざまし8
■ 10/4・14 9：50〜11:15
よーいドン！
■ 10/4・7・12・13・14・15 11：55〜14：45
バイキングMORE
■ 10/4・5・7・11・12・13・14 16：45〜19：00
報道ランナー
■ 10/3 22：00〜24：54
Mr.サンデー S-PARK超合体SP
■ 10/8 19：00〜21：52
坂上どうぶつ王国SP

など 合計35本予定

中京エリア
〈東海テレビ〉

〈メ〜テレ〉

■ 10/5 6：00〜8：00
めざましテレビ
■ 10/6 8：00〜9：50
めざまし8
■ 10/4・5・7・8・13 9：50〜11：15
スイッチ！
■ 10/5・7・11・13・14・15 11：55〜14：45
バイキングMORE
■ 10/12 19：00〜20：54
プロ野球 中日VSヤクルト
■ 10/2 19：00〜20：54
超ド級！世界のありえない映像大賞

など 合計31本予定

協会HPからもTVCM放送予定表を
ダウンロードしていただくことが可能です。

■ 10/4・5・7・8・13 6：00〜8：00
ドデスカ！
■ 10/6・11・12・14 8：00〜9：55
モーニングショー
■ 10/2 8：00〜9：30
朝だ！生です旅サラダ
■ 10/11・12・13・14・15 10：25〜13：00
ワイドスクランブル
■ 10/8・11 17：50〜18：15
スーパーJチャンネル
■ 10/7 19：00〜19：54
世界フシギ動画祭
■ 10/2 18：56〜20：54
世界が驚いたニッポンスゴーイデスネ視察団SP
など 合計57本予定

https://www.prune.jp/news/0924
※状況により内容が変更になる可能性がございます

