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“小さなエナジーフード Q･B･B ベビーチーズ”から好きなことに夢中に生きる人へ 
ブランドアンバサダー白井空良選手・西矢椛選手による 

Q･B･B ベビーチーズ ５０周年記念ムービー「BABY GO!」篇 
6 月 5 日ベビーチーズの日に先駆け 6 月 1 日（水）より公開！ 

スケートボード How to Movie も同時公開！ 
 
六甲バター株式会社(本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：塚本 浩康)は、発売５０周年を記念し
たQBBベビーチーズWEBムービーを、６月１日（水）より展開する５０周年記念キャンペーンサ
イト上で公開いたします。 
本ムービーは、好きなことに真っ直ぐな気持ちをもち、トライ&エラーを繰り返しながら夢に向か
ってチャレンジする方へ、日々の「小さな挑戦」を応援したいというQBBベビーチーズからの気持
ちが込められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ムービーには今年４月にブランドアンバサダーに就任したスケートボード選手の白井空良選手・西
矢椛選手が出演。過去の映像や写真も使用し、好きなことに真っ直ぐな気持ちをもって自分を更新し
続ける２選手の姿を描いています。 
 また、白井選手・西矢選手によるHow To Movie も同時に公開いたします。世界で活躍する２選手
の華麗なトリックが見られるだけでなく、選手自身がトリックのポイントを分かりやすく解説して
いるため、すでに競技に挑戦している人だけでなく、これから始める人も必見の動画となります。 
 
また６月４日（土）から５日（日）に横浜赤レンガ倉庫にて開催される日本最大級のアーバンスポ
ーツの祭典『YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL』への協賛実施、6月 6日(月)から初めて
の試みとなるチーズの自動販売機設置、6月 16日(木)～29日(水)まで渋谷での広告掲出など、発売
から５０周年を迎えた小さなエナジーフードであるQBBベビーチーズは、好きなことに夢中に生き
る人を応援する活動を続けてまいります。是非今後の活動にもご注目ください。 
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＜QBB ベビーチーズ５０周年記念WEB ムービー概要＞ 
■タイトル：BABY GO! | 白井空良×QBB ベビーチーズ 50th Brand Movie 
■出演：白井空良 
■公開日：２０２２年６月１日（水） 
■YouTube U R L：https://youtu.be/_ouriwC7eb4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■タイトル：BABY GO! | 西矢椛×QBB ベビーチーズ 50th Brand Movie 
■出演：西矢椛 
■公開日：２０２２年６月１日（水） 
■YouTube U R L：https://youtu.be/3ECvM-y203Y 
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＜How to Movie 概要＞ 
■出演：白井空良・西矢椛 
■公開日：２０２２年６月１日（水） 
■YouTube： 
白井 空良選手 
How to “OLLIE”篇 ： https://youtube.com/shorts/xQYivZegeyM?feature=share 
How to “SHOVE-IT”篇 ：https://youtube.com/shorts/lA6PlNn-t8s?feature=share 
How to “F/S 50-50”篇 ：https://youtube.com/shorts/WIS7Mc5EUIE?feature=share 
How to “B/S NOSE SLIDE” 篇 ：https://youtube.com/shorts/_FDCkC_BzYE?feature=share 
 
西矢 椛選手 
How to “OLLIE ONEFOOT”篇 ：https://youtube.com/shorts/UPUgb_nHYjU?feature=share 
How to “NO COMPLY”篇 ：https://youtube.com/shorts/PrnME2aloqE?feature=share 
How to “KICK FLIP”篇 ：https://youtube.com/shorts/tY6TNkE9Tjc?feature=share 
How to “HEEL FLIP”篇 ：https://youtube.com/shorts/Qkzez57kD9g?feature=share 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜QBB ベビーチーズ５０周年記念キャンペーンサイト概要＞ 
■公開日：２０２２年６月１日（水） 
■サイトURL：https://babycheese50thforskater.qbb.co.jp/ 
 
＜YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL への協賛＞ 
2022年 6月 4日(土)・6月 5日(日)に横浜赤レンガ倉庫のイベント広場、赤レンガパークで開催さ
れる日本最大級のアーバンスポーツの祭典『YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL 2022』（以
下YUSF）への協賛が決定しました。 
当日はQBBベビーチーズブースにて50周年限定パッケージ製品を無償配布するなど、イベントを
盛り上げる活動を実施予定です。 
※配布数には限りがございます。 
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＜六甲バター史上初！QBB ベビーチーズ自動販売機＞ 
販売 50 周年を迎えた QBB ベビーチーズは、スケートボードなど
「好きなことに夢中に挑戦する人」をサポートするために、六甲バ
ター史上初となるベビーチーズ自動販売機を渋谷に設置いたしま
す。設置場所は、東京都渋谷区宮下公園内のRAYARD MIYASHITA 
PARK 3F FOOD HALL 前、期間は6/6（月）～9/5（月）*の予定
です。得られた収益は、健全なスケートボード普及啓蒙活動などの
支援に役立てられます。自動販売機では、限定デザインのBLACK 
LINE と RED LINE を販売いたします。 
※一部イベント対応等により未設置の場合がございます。 
 
 
 
＜50 周年限定パッケージ＞※限定販売商品※ 
50周年を記念して、ベビーチーズBLACK LINE（カルシウム入り）
とRED LINE（鉄分入り）を発売いたします。 
好きなことに夢中に生きる人の活動をサポート出来るように、日々
の活動に欠かせない栄養素である、カルシウム入りと鉄分入りのチ
ーズです。スケーターの方々だけでなく、様々なことに夢中で挑戦
を続ける皆様におすすめの商品となります。 
 
※6月 4日（土）・5日（日）は YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVALにて無償配布いたします。
（数に限りがございます。） 
※6月 6日（月）からは渋谷宮下パークに設置する自動販売機で販売いたします。（販売価格50円） 
なお、商品の売上はスケートボートの健全な普及啓蒙活動などの支援に役立てられます。 
 
＜渋谷での広告展開＞ 
6月 16日（木）から29日（水）まで東京都渋谷区に
て交通広告を掲載致します。 
また、ムラサキスポーツ渋谷スペイン坂店並びに宮下
公園内の RAYARD MIYASHITA PARK にもポスター
を掲載予定です。 
 
※ムラサキスポーツ渋谷スペイン坂店・宮下公園内の
RAYARD MIYASHITA PARK内での掲載終了時期は未定。 
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＜アスリートにチーズが良い理由＞ (管理栄養士 濱田真里先生) 
「アスリートにとって、日々のトレーニングと身体を作る食事は必要不可欠。しかし、食事から十分
なエネルギーや栄養素が摂取できないと、鉄欠乏貧血、骨密度の低下による骨折、疲労による怪我が
起こりやすくなることも。そこで、補食として、たんぱく質やカルシウム、鉄などのミネラルを十分
に摂ることが推奨されます。チーズは、たんぱく質やカルシウムが豊富に含まれる食品であるため、
アスリートにとって理想的な補食です。調理をせずにそのまま食べられることも魅力の一つです。ト
レーニング後に糖質と組み合わせて食べることで、疲労回復も期待できます。」 
さらにQBBベビーチーズは、プレーンのほか、アーモンド入りやカマンベール入り、栄養素を添加
した鉄分入り、カルシウム入りなど、豊富なラインナップで選べるおいしさ・楽しさを提供していま
す。 
 
ブランドアンバサダー プロフィール 
●白井 空良（しらい そら） 
東京オリンピック競技大会スケートボード男子ストリート日本代表。 
2019年世界大会で初優勝し、2021年世界選手権で３位入賞。 
大きな注目を集める世界トップクラスのスケートボーダーである。 
2020年に神奈川県の寒川町に自身がプロデュース、設計した国内最高の
環境であるスケートパークを作り、そこに拠点を置いて活動している。現
在2024年のパリ五輪を目標とし、オリジナルトリックを追求している。
人懐っこくて明るい性格。好きな食べ物は焼き肉と天丼。 
 
●西矢 椛（にしや もみじ） 
東京オリンピック競技大会スケートボード女子ストリート初代金
メダリスト。また同時に 13 歳 10 ヶ月での金メダル獲得は、日本
選手で史上最年少記録。6歳から兄の影響でスケートボードを始め、
競技開始からわずか 7 年で世界トップクラスへの仲間入りを果た
す。今後の目標としても、自分らしい滑りで出場する全てのコンテ
ストで表彰台に登るだけに留まらず、自分のパート（動画）を出し
ていくことを掲げ、これからも更なる期待が集まるプロスケーター。 

 

各種素材のご使用について 
リリース内の画像および今回公開した映像は下記のURLよりダウンロードいただけます。 
＜QBBベビーチーズWEBムービー関連素材＞ 
https://bit.ly/3z6e434   /  パスワード：qbb50 
＜QBBベビーチーズHow To ムービー関連素材＞ 
https://bit.ly/3t5m14T   /  パスワード：qbb50 
※報道目的以外でのご使用はお控えくださいますようお願いいたします。 
  


