U P TO
WO R K S
今月の
注目広告

G GRAPHIC
そごう・西武／企業メッセージ
「 わたしは、私。」
現場で働く百貨店の皆さんが、
一歩を踏み出すきっかけになるものを。
苦境が伝えられた 2019 年を変えてゆく
決意表明として、
「さ、ひっくり返そう。」
という言葉と、逆読みすると意味が反転する
コピーを制作しました。
「 想像以上の提案」を
企業理念に掲げているからこそ生まれた言葉を、
幕内最小の力士、炎鵬関の存在が
加速してくれました。
年始の勇気は、現場と世間に届き、
たくさんの反響を頂くに至っています。
（ フロンテッジ
シニアクリエイティブディレクター 上島史朗）
○企画制作／フロンテッジ＋オー・サンクス＋太陽企画○ ECD ／田中英生
○ ECD ＋ C ／島田浩太郎〇 SCD ＋ C ／上島史朗○ AD ／加納彰、岡
田邦栄○ C ／山際良子○ D ／遠藤芳紀○企画／宗政朝子○ PR ／松井徹、
堤麻理子○撮影／正田真弘○照明／栗原浩樹○ HM ／清水惇子○ AE ／
河西きよら○製版＋印刷／トーン・アップ○スタジオ／横浜スーパーファク
トリー○出演／炎鵬晃
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G GRAPHIC
宝島社／企業広告
高齢社会について
（ビジュアル；いじわるばあさん）
令和の日本は、長寿高齢化社会。
少子化にも歯止めがかからず、

2024 年には
3 人に 1 人が 65 歳以上になると言われています。
今年は待望のオリンピックイヤーで
世の中には日々前向きなニュースが流れますが、
将来に向けて漠然とした不安も漂っています。
そんな 2020 年お正月に、
「長寿先進国、おめでとう。」
というメッセージを掲げ、
ネガティブにばかりとらえられがちな
長寿高齢化社会も、ちょっと視点を変えれば、
この時代のとらえかたが
変わるかもしれないと考えました。
この社会とどう付き合うか、
この時代をどう生きるかを
考えるきっかけになることを願います。
ー
女性について（ビジュアル：ドラクロア）
「女性活躍推進法」が施行されて、はや 5 年。
女性が “ 輝く ” 社会は実現されたでしょうか。
そもそも女性が輝かない社会に
未来はあるのでしょうか。
新しい時代になって初めてのお正月。
女性こそが希望であることを改めて宣言し、
わかち合いたいと思いました。
その上で、すべての女性が
自分らしく生きられるように何をするべきか、
考えてゆければという思いをこめました。
ー
壁について（ビジュアル：ベルリンの壁）
思えば、ベルリンの壁の崩壊は
平成元年の出来事でした。月日が流れ、
元号も変わり、令和も２年目に入ります。
でも、時代は本当に変わったのでしょうか？
壁は本当に崩壊したのでしょうか？
私たちは良い方向へ進んでいるのでしょうか？
新しい年を迎えるにあたり、この広告が、
私たちを取り巻く世界情勢と、
次の世界の価値について考える
きっかけになればと思います。
（宝島社）
「高齢社会について」
○企画制作／宝島社＋ ADK ○ ECD ／能丸裕幸○ CD ＋ C ／三井明子
○ AD ／副田高行○ D ／太田江理子○ライツマネージメント／石原仁○
原画：長谷川町子『いじわるばあさん』 ／長谷川町子美術館提供○掲載
／読売新聞全国版朝刊、毎日新聞全国版朝刊、日刊ゲンダイ東阪版、朝日
新聞全国版朝刊
「女性について」「壁について」
○企画／宝島社＋電通○ ECD ／古川裕也、磯島拓矢○ C ／上田浩和、小
山佳奈○ AD ／今井祐介○掲載／日本経済新聞全国版朝刊（「女性につい
て」）、朝日新聞全国版朝刊（「壁について」）
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CM

COMMERCIAL

ソフトバンク／企業広告

吉沢： 変わっていくな

S： それは、やって来る。

新テレビCM「 5G予告」篇

広瀬： どうなっちゃうの

＜テレビCM60秒＞

S： この人にも
吉沢： ついて来れるか

S： SoftBank presents

杉咲： 待って待って待って

杉咲： やばーい！

田中： 来ちゃったな

竹内： そうくるか…

竹内： おいおいおいおい

広瀬： 行きます

父： ハーハーハー

S： ついに

S： 2020、始まる。

八村： カモン！

全員： 今年、始まる

S： 世界が

吉沢： 待ってたよ

吉沢： 始まりだ

広瀬： 本当？

S： 動き出す

杉咲： ついに来ちゃったか

杉咲： やばい、最高すぎてキレそう

八村： ようこそ

竹内： それ僕に関係あります？

竹内： さぁ

吉沢： 吹いて来たな

田中： 準備はいいか

S： 想像しなかった未来が

全員： ソフトバンク、5G
S： 世界は変わる。準備はいいか？ SoftBank 5G

竹内： そんなバカな
八村： so you ready?

八村： ッシャー！！

S： 夢が

広瀬： らしいよ

田中： もっと来―い！見てろよー！！

八村： らしいっす

杉咲： 推しが近すぎる！

S： 夢じゃなくなる
竹内： 悪くない。理屈よくわかんないけどね
吉沢： ついに来たか！
竹内： ハハハハハ

STAFF：○企画制作／電通＋ギークピクチュアズ○ CD ＋企画／澤本

COMMENT ： 今年いよいよやってくる5G 時代の「予告編」がコン
セプトです。映画の予告編のようなワクワク感。 2020年の幕開けに
ふさわしいスケール。お正月にこの CM を見たらグッと上がるような、
2020年とソフトバンクに期待したくなるものをつくろうと企画しまし

嘉光○企画／田母神龍、水本晋平、秋山玄樹○ PR ／瀧口裕、小林信
彦、鈴木康生○ PM ／谷口雄紀○演出／関和亮○撮影／中原昌哉、越
後祐太○照明／岡崎裕也、酒井隆英○美術／相馬直樹○ ST ／増井芳江
（竹内）、井伊百合子（杉咲）、梶原浩敬（広瀬）、remi takenouchi（田

た。それぞれの役者たちの個性がものすごく強いがゆえに設定を細か

中）、荒木大輔（吉沢）○ HM ／佐藤友勝（竹内）、ナ

く規定しすぎるとつまらなくなりがちなので、敢えて余白を残して見た

ライユミ（杉咲）、河北裕介（広瀬）、大橋覚（田中）、

人がいろんな想像を膨らませられるように設計しました。

小林正憲（吉沢）○出演／八村塁選手、竹内涼真、

（電通 クリエーティブ・ディレクター 澤本嘉光）

杉咲花、広瀬すず、田中圭、吉沢亮、お父さん

● https://www.youtube.com/watch?v=7E9JVcT53Gs

タマホーム／企業広告
＜テレビCM15秒＞
♪〜
今田：ハッピーライフ

プレミアム・プラットフォーム・ジャパン／Paravi

日本たばこ産業／企業広告

ハッピーソング 今田美桜「 デビュー」篇

「 想うた 姉妹を想う」篇

パラビ「 ドラマだけは、負けたくない。」挑戦篇

＜テレビCM30秒＞

NA＋S：お近くのタマホームへ
今田＋S：タマホーム

ハッピーホーム

＜テレビCM30秒＞

藍：お姉ちゃん、待ってや〜

藍：髪、切ってよ

相武：ドラマでは、負けたくないので…。

♪：いつの間にか ライバルみたい

♪：だからなのか 違うからなのかな

S： ドラマだけは、負けたくない。

二人の違いが差に見えて

二人いることが 支えになる

相武： 今回は…すごく挑戦的な作品…。

MC： 新ドラマ巨大ロボ パラビオス…

タマホーム
ハッピーライフ

主演の相武紗季さんです！

ハッピーホーム

S： 役に入り込めている“手応え”
MC： 主役の…
巨大ロボ パラビオス役・
相武紗季さんです〜
相武： キュウィーーーーン！！

相武： 主演の責任感というか…

井上： パラビーム、打て〜！

S： 主演であることの責任感
MC： お好きなセリフとかって…

相武： ガキン！肘からビーム！

相武： ありますね〜

MC： 少し見せてもらえますか？
井上： やってみます？
相武： 役に入り込めている手応えは

ビビビビビビビ！
ビビビビビビビ！！

CI
NA： ドラマだけは、負けたくない。
動画配信サービス Paravi

あります。

COMMENT：今田美桜さんの新たな側面を引き出そうと、昭和風の TVCM にしています。
ただ、昭和風は昨今よく見る表現でもあるので、その中でもよりリアルな空気感にこだわりま
した。当時のヘアメイクさんの意見も聞くなど、今田さんのビジュアルにこだわったのはもち
ろん、引き立て役であるダンサーさんのボディーラインや、楽器隊まで手を抜かずにディレク
ション。膨大なリファレンス映像を浴びた渋江監督が丁寧に画面を設計してくれました。

COMMENT：一番のみどころは、本当の姉妹のようにお互いを意識し合い、想い合う、石井

COMMENT：予定調和を覆しているか。そこに「まさか」はあるか。相武さんへのイメージ

さんと古川さんの演技です。撮影では、今の時代の姉妹のリアリティを追求しました。同じ美

をどれだけ裏切るか。好きでも嫌いでもない、むしろ覚えてない。な、「エア CM」にはでき

容師でありながら真逆の性格であることを明確に表現するために、衣装、髪型、美術にこだわ

ない「出会い頭の辻斬り」をどうつくるか的観点で「冒頭から絶対に想像のつかないオチ」へ。

――

りました。ロケ地はできるだけ実際に使われている場所を選びリアリティを追求。音楽は、

この「オチへの流れ」は “ ゼロホップ ” を意識せざるを得ない WebCM とは違う点。とはい

STAFF ： 〇企画制作／電通＋太陽企画〇 CD ／篠原誠〇企画＋ C ／秋田勇人〇 CPR ／河
崎英彦〇 PR ／平田健一、増田慎也、井元俊輔〇 PM ／今佑一郎、藏ヶ崎妙、生田詩音、久道

性ボーカルを起用しました。

（電通 プランナー／コピーライター 秋田勇人）

佳子〇演出／渋江修平〇撮影／オグラトモアキ〇照明／竹内聖冴〇美術／福井大（現場監督）、
天野沙耶花（デザイナー）、森健彦（PR）〇ロゴデザイン／佐藤晴美〇文字デザイン／久道佳
子〇編集／八尋南実（オフライン）、小池崇斗（オンライン）〇音楽＋ MA ／佐藤能久〇ミキサ
ー／川瀬加奈子〇録音＋ MA ／湯浅高己〇振付／コトバタクミ、コマユイ〇 ST ／後藤仁子、
ミマキリュウジ（サブキャスト）〇 HM ／渡嘉敷愛子、新宮利彦（サブキャ
スト）〇 CAS ／山川勝康、福庭正和〇スタジオ／横浜スーパー・ファクト
リー〇 AE ／小瀬慎吾、亀山貴之〇 NA ＋出演／今田美桜

● https://www.youtube.com/watch?v=gCkYRhKsYGo
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MONGOL800のキヨサクさんと議論を交わし、姉妹のストーリーに感情移入できるよう女
（電通 プランナー 鈴木晋太郎）

え、どうググられ、どう tweet されるか的横展開は常に、睨みつつ。
（博報堂 DY メディアパートナーズ クリエイティブディレクター 八代直）
――

――

STAFF：○企画制作／博報堂＋博報堂 DY メディアパートナーズ＋ちゅるんカンパニー○ CD

STAFF ： ○企画制作／電通＋ソーダコミュニケーションズ○ CD ／篠原誠○企画／鈴木晋太
郎○ C ／岩田純平○ AD ／嶋田真之介○ PR ／磯野直史、副田風子○ PM ／中川実乃梨、鈴

＋企画＋ C ＋ AD ／八代直○企画＋ C ／北條愛、水谷沙紀○企画＋演出／三好和也○ PR ／

木慎二○演出／大野大樹○撮影／近藤哲也○照明／溝口知○美術／花崎綾

デジタル・イメージング・テクニシャン／田中崇○照明／上大迫拓哉○美術

梶原京介○ LPR ／青野展之○ PM ／山口真一、服部希代美、松元美乃里○撮影／和田卓○

子○編集／高橋陽一（オフライン）、泉陽子（オンライン）○音楽／山田勝也

／名嘉眞秀○編集／吉田隆宏○ MA ／由井昌宏○音楽／新山智宏○ ST

○ ST ／柚木一樹○ HM ／内田香織○ CAS ／元川益暢○ CRD ／細谷法

／浜木沙友里、磯谷淳子○ HM ／千葉智子、辻有見子○ CAS ／當間咲

彦、島田一輝○ AE ／萩原利幸○出演／石井杏奈、古川琴音

耶香○ AE ／吉羽亮太○ NA ／岩田光央○出演／相武紗季、井上正大

● https://www.jti.co.jp/omouta/index.html

● https://www.youtube.com/watch?v=R7RWOoRhO4I

COMMERCIAL

CM

大和ハウス工業／企業広告
「 ここで、一緒に」2020篇
＜テレビCM60秒＞
♪〜
深津： 始まったら、あっという間なんだろうね…
リリー：みんな騒ぎすぎなんだよ
深津： よく言うよ、自分が一番夢中になってるじゃない
リリー：そっちはどうなのよ
深津： どうかな、なんとかロスになっちゃうかもね
リリー：祭りの後は寂しいもんだろ
深津： 始まったら終わっちゃうんだね
リリー：終わるから、また何かが始まるんじゃないの
深津： The sun also rises.
リリー：陽はまた昇るか…
ＣＩ

STAFF ： ○企画制作／ＴＵＧＢＯＡＴ＋電通関西支社＋電通クリエー
COMMENT：申し訳ないほど期待していなかったラグビー・ワールド

ティブＸ○ CD ＋企画＋ C ／ＴＵＧＢＯＡＴ○ PR ／西村英明、春田寛

カップであれほど夢中になってしまったわけだから、今年の夏はどうな

子○ PM ／澤村充章、志賀亮太、日野尾穂乃香○演出＋編集（オフライ

ってしまうのか……自分が怖い。日本中が全力でそこに向かえば向か

ン）／前田良輔○撮影／瀧本幹也○照明／藤井稔恭○美術／坂原文子

うほど、その反動でやってくる祭りの後の寂しさ。しかし、その後も

○編集／茶屋成樹（オンライン）○音楽 PR ／渡辺秀文○ ST ／白山春

粛々と大切な「日常」は続いていく。 TOKYO2020はゴールではな

久、田中伸紀、倉富勇人○ HM ／ UDA、西村浩

く、なにかの始まりなのだ。このふたりなら、そんなふうに考えるので

一、永倉雅之、顕谷千代○ CAS ／園田真吾、新

はないかと思った。

井政昭○ AE ／平野卓雄、錦部高侑○出演／深津

（ＴＵＧＢＯＡＴ）

絵里、リリー・フランキー

● https://www.daiwahouse.com/ad/cm/kokode_2020.html

富士フイルム／“チェキ”「 instax mini LiPaly」
「 お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇
＜テレビCM30秒＞
♪広瀬：

お正月を写そう〜

広瀬：

お正月からスクラムですか？

スピーカー音（全員）：七福神！

納豆ねばとろ飯です。

おお！

流選手：

NA（広瀬）：

音チェキLiPlay

シュリンプアボカドサワー

登場です！

タコスです。

♪〜
チェキいいですか？

広瀬：

選手たち： やー！
選手たち： （カメラの音）とう！
全員：

♪全員：

（カメラの音）七福神！

錦織：

錦織：

さて、今夜私が頂くのは、、

湯気出ないかな〜。

♪（スーモマーチ 演奏YOSHIKIさん）

無理です...。

オフNA（YOSHIKI）：あれ…?

ありがとうございます。

錦織：

ちょっと出せないです...。

福を配りましょう！

錦織：

今夜、私が頂くのは…

チェキプリントで

くっきー！： 耳の裏ぐらいから

S：
CI

残そう〜
笑わない男でしょ？

写真に、なんと声や音が

具選手：

それ僕じゃないです

入れられる！スマホで読み込むと

NA（広瀬）：

フジフイルム

この曲 弾いてるんだろう…

蒸気ちょうだいよ。

くっきー！： 躍動感ほしいな〜。
いやいや...。

なんで僕、

くっきー！： おおきに〜。

じゃあ、

女性：

NA（広瀬）：（カメラの音）チェキで撮った

＜テレビCM30秒＞

くっきー！： さて、今夜私が頂くのは、、

選手たち：

広瀬：

「 スーモとYOSHIKI なんで弾いてるんだろう？」篇

＜テレビCM30秒＞
再生できる！

選手たち： すずちゃん…
じゃあ、変身！

リクルート／SUUMO(スーモ)

Uber Japan／「 Uber Eats」
「 似顔絵」篇

あ、引っ越したいからだ…

NA（YOSHIKI）：
YOSHIKI：
CI

住まい探しは、SUUMO
物件数Ｎｏ.1

COMMENT：お2人がコインランドリーにいるだけで目新しいですよね。錦織選手がどこま
でくっきー！さんの無茶振りに応えられるのかは未知でしたが、錦織選手の受け答えは素晴らし
く、くっきー！さんは想像以上の表現力を見せてくれました。（UltraSuperNew エグゼク
ティブ クリエイティブディレクター フランソワ・クラヴェリ）

COMMENT ： ラグビー日本代表のみなさんを見ていて、何かと似ていると思いました。さ

海外でも「今夜、私が頂くのは…」が評価されている理由は、これまでにないタレントの魅力

まざまな人種、さまざまな背格好の人々が集まって、日本に福をもたらすために…七福神だ！

を捉えているからです。錦織選手とくっきー！さんのコインランドリーでの掛け合いはその最

ということで、富士フイルムお正月を写そうの CM には、過去に、観月ありささんを中心とし

たる例だと思います。（Special Group Australia エグゼクティブ クリエイティブディ

た七福神、田中麗奈さんの七福神、ドリフの七福神などが登場してきましたが、今年は久しぶ

レクター トム・マーティン）

COMMENT ： このシリーズは毎回「誰にスーモマーチを歌ってもらおう？」というところか

りに、広瀬すずさんを中心とした、ラグビー七福神が登場しました。

――

ら企画を始めるのですが、YOSHIKI さんを思いついたときに、歌詞が無くて平気だろうかと

STAFF ： ○企画制作／ Special Group Australia ＋ UltraSuperNew ＋ AOI Pro.

不安になったのも事実です。ただ、もうスーモマーチのメロディは市民権がある！インストゥル

――

＋ Nomad Tokyo ＋デジタル・ガーデン〇 ECD ／トム マーティン、ジュリアン シュレイバ

メンタルでわかってもらえるはず！と決断。そんな心配を忘れるくらいの存在感が、YOSHIKI

STAFF：○企画制作／連＋ワンスカイ＋トレードマーク＋電通＋ギークピクチュアズ○ CD ／

ー〇 CD ／フランソワ クラヴェリ〇アソシエイト CD ／オーズジャン カーンオーズベイオール

佐々木宏○企画＋ C ／福里真一○総合 PR ／玖島裕○ AD ／浜辺明弘○ PR ／若生秀人○

〇シニア C ／アンドレス アグイラー〇 C ／ 橋本孝久〇コンテンツライター／森阪綾乃〇 D ／

（ワンスカイ CM プランナー 福里真一）

さんにはありました。
（BORDER inc. クリエイティブディレクター 横澤宏一郎 ）

PM ／直井莉子、寺田衛、平井裕太○演出／平田大輔○撮影／秋田浩司○照明／松本英治○

鈴木雄介〇ソーシャルメディアストラテジスト／イゾベル ウォーカー〇 EPR ／山本愛〇 PR ／

――

美術／秋葉悦子○編集／明石風太（オフライン）、橋本祥文（オンライン）○音楽／緑川徹〇ミ

ポール ジョンストン、ニック リリー、清水大樹、岩戸太郎〇マネージングディレクター／ケイド

キサー／安達識○ ST ／大嶋敦子、宇都宮いく子○ HM ／小西神士、山崎聡○特殊造形／江

ハイド〇チームリード／トリー ロペズ〇演出／江藤尚志〇撮影／トビア・センピ〇制作／青山奈

STAFF ： ○企画制作／博報堂＋ BORDER inc. ＋東北新社○ CD ／横澤宏一郎○ PR ／
松延隆介○ PM ／高丸裕行、荒木高輔○演出／平田大輔○撮影／越後祐太○照明／上野甲子

川悦子、神田文裕○クッキング／宮田清美○ CRD ／渡辺一幸○ CAS ／

央〇制作アシスタント／今馳ハーモニー〇美術／野田花子〇カラリスト／

朗○美術／山村一智○編集／明石風太（オフライン）、水野正毅（オンライ

海本剛作、若穂囲雅、高久明子○ AE ／松田雄司、菱田剛史○出演／広

ジャン・クレモント〇編集／永野ヘンリ（オフライン）、金沼怜（オンライン）

ン）、萩原千尋（オンライン）○ミキサー／安達識○ CG ／アニメーション

瀬すず、トンプソンルーク、レメキロマノラヴァ、流大、松島幸太朗、ジェ

〇ミキサー／小松徹〇 CRD ／國ヒロ〇 CAS ／池田舞〇ビジネスディレ

カフェ・オムニバスジャパン○音楽／野口時男○ ST ／島津由行○ HM ／

ームス・ムーア、具智元

クター／レベッカ グラント〇ビジネスマネージャー／ローラー リトル

高木俊浩○ CAS ／濱瀬千寿、田辺裕美子○出演／ YOSHIKI

● https://youtu.be/oYa957v5Qwc

● https://www.youtube.com/watch?v=5ZhTHXhzyoI

● https://youtu.be/pZITYFfNMak
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花王／アタックZERO
「 アタックZERO ／五人の日常」篇
＜テレビCM60秒＞
♪「虹」湯木慧

S：

＃洗濯愛してる会

松坂：

あの、ぜひうちでやらせてください！

通訳：

すみません。契約はできません。

菅田：

すみません。あ、ごめんなさい。うわぁ！

お客：

どうなってんの？

間宮：

すいません。間違えました。

お客：

めちゃめちゃ時間待たされてんだけどさぁ！

間宮：

申し訳ないっす。

彼女：

マジでもう知らないからね！

杉野：

ちょ、ちょっと・・・

上司：

だから中止だ！

賀来：

なんでですか！？ちゃんと説明してくださいよ！部長！

全員：

ウェーイ！

NA（松坂）： ゼロからはじめよう。
ゼロからはじめよう。
S：
NA（松坂）： アタックZERO
アタックZERO
CI：
洗うことは、新しい一日をはじめること。
S：
CI：
KAO

STAFF ： ○企画制作／電通＋篠原誠事務所＋太陽企画 Unit3〇 CD
／篠原誠〇企画／鈴木晋太郎、杉井すみれ〇 C ／岩田純平〇 AD ／嶋
田真之介〇 PR ／佐藤大、藤江一成〇 PM ／大塚渉、武中志門、内木
寛菜、川尻裕太郎、原田優〇演出／浜崎慎治〇撮影／近藤哲也、木村太
郎〇照明／溝口知〇美術／杉本亮、中川恵理子〇特機／小塚和也〇カ
ラリスト／大角綾子〇編集／小池義幸（オフライン）、白垣絵夢（オンラ
イン）〇音楽 PR ／山田勝也〇歌／湯木慧〇 SE ／望月久美子〇ミキサ

COMMENT ： 日々の色々なことを洗い流して、新しい一日を始める

ー＋録音＋ MA ／太斉唯夫〇 ST ／服部昌孝〇 HM ／高橋幸一（松

ためにアタックゼロという商品はある。だから、新しい年の始まりに、

坂）、古久保英人（菅田）、SHUTARO（賀来）、三宅茜（間宮）、速水昭

踏み出す人の背中を押すような前向きなＣＭを目指しました。名曲「に

仁（杉野）〇 CRD ／黒岩正英、足立宰〇 CAS ／忍

じ」にのせて、描いてこなかった５人それぞれの日常を切り取ることで、

足晃則、池澤響、元川益暢、小此木茉里〇 AE ／古

これまでのシリーズにないエモーショナルな表現を狙いました。

宮惠理子、笹沼雅永、小坂井望江〇出演／松坂桃

（電通 CM プランナー／コピーライター 鈴木晋太郎）

李、菅田将暉、賀来賢人、間宮祥太朗、杉野遥亮

● https://www.youtube.com/watch?v=bETJD1lU4Xw

小学館／『 小学一年生』
「 小学一年生 定期購読」

オープンハウス／企業広告

ヒノキヤグループ／Ｚ空調

夢見る小学生シリーズ「 下校」篇

家庭の教師シリーズ「 Ｚ空調 同じ電気代」篇

＜テレビCM15秒＞

＜テレビCM30秒＞

①

♪〜

清野：

愛だと思います！

長瀬： おい清野

田中：

愛ねぇ〜わかるわかるぅ〜

男の子：

こはるちゃんのところがぜーーーーんぶ、だ――――――――い好き！

女の子：

イヒッ！

♪〜

ピッカピカの一年生

②

ヨシユキ： なんですか？

家庭の教師

斎藤Z： 家族の問題だよ！

じゃ！バーイ

ヨシユキ： よく知ってますね

母：

ええーー

長瀬：

じゃあ愛って何なんだよ

斎藤Z： じゃあここで問題です

空調で生活は変わる。Z空調

時代が変わっても価値が変わらない

清野：

何なんだろう…

NA：
CI

モノってなーんだ？

CI＋NA： 好立地、ぞくぞく。オープンハウス

田中： ハイ、そこの２人！

ピッカピカの一年生

この男、家庭教師ではなく

斎藤Z： ロサモンタナカザリシロチョウ

清野： どんなとこ…

男の子（右）：100点取りたいです。

NA：

駅近の土地だから！

お前、将来どんなとこ住みたいんだよ？

男の子（左）：テストで、100、500、60万点取りたいです！
♪〜

＜テレビCM30秒＞

同じ電気代でまるごと

これからの！

あったまる家とそうじゃない家

長瀬： そりゃ愛だろ

どっちがいい？

COMMENT ： 家中暖かくて、しかも経済的。 Z 空調の強みはここに集約されます。今回は
堂々と商品メッセージを会話劇の中に入れ込む構成で CM を作りました。空調はもっと生活
COMMENT：家の広告のほとんどが「理想」を語っています。家族が笑顔で暮らしている、
ザ・夢のような暮らし。今回は、その真逆である「現実」で企画しました。愛とか夢とかの理想

COMMENT：名 CM『ピッカピカの一年生』シリーズが25年ぶりに復活。大先輩方が作っ
た仕事を引き継ぐのは物凄いプレッシャーでした…。やっぱりいつの時代も一年生はピッカピ

ではなく、駅チカの土地は裏切らないという現実。ただ、愛を完全否定したくないので長瀬く
んと清野ちゃんに愛の迷宮入りしてもらっています。

の支えになる。家計はもちろん、家庭さえも。斎藤さんの猟奇的な演技で、その空気感を内
包した CM が出来たと思います。
（電通東日本 クリエーティブ・ディレクター 安永貴、吉野万里雄）
――

――

STAFF ： ○企画制作／電通東日本＋二番工房〇 CD ＋企画＋ C ／安永貴、吉野万里雄〇
AD ／森礼治〇 PR ／金子知弘、岡崎克哉〇 PM ／武田昌紘〇演出／菊池浩史〇撮影／岡村

――

STAFF ： ○企画制作／博報堂＋ Headlight ＋東北新社○ CD ／黒澤高次○企画／吉兼啓介
○ C ／石本香緒理○ AD ／山田浩司○ PR ／麻生峻司、鈴木雅昭○ PM ／小河理沙○演出／小

ン）〇ミキサー／小松徹〇 MA ／石原弘〇 ST ／井嶋一雄、横手智佳〇 HM ／ KAZUOMI、

カで、かわいい映像が沢山撮れました。 Twitter や TikTok でも次々に n 次創作が起こった
りと令和な反応も。改めて、また長く愛される CM シリーズになりますように。
（電通 CM プランナー 明円卓）

（博報堂 CM プラナー 吉兼啓介）

良憲〇照明／上野敦年〇美術／三ツ泉貴幸〇編集／餌取志保（オフライン）、泉陽子（オンライ

STAFF ： ○企画制作／電通○ CD ／棚橋芳雄○企画／明円卓、諸星智

島淳平○撮影／上野千蔵○照明／西田真智公○美術／相馬直樹○編集／小

須藤綾子〇 CAS（タレント）／村瀬耕平、中村岬〇 CAS（サブキャスト）

也○ PM ／鶴田紫央里○撮影／大内泰○編集／高橋壮幸○音楽／ケンタ

暮好成、坂本由紀夫○音楽／山田勝也○ ST ／新居崇志、下山さつき、柚木

／堀内みづき、前原愛〇スタジオ／角川大映スタジオ〇 AE ／富塚重厚、

ロウ○サウンドロゴ／橋本絵莉子○ AE ／執印智晋、塚本一貴、山本大明

一樹○ HM ／赤塚修二、光野ひとみ、AYA、須藤綾子○ CAS ／加藤彩○

金田寿夫、小野由賀〇 NA ／近田和生〇出演／斎藤工、蒲田優惟人、安

○出演／全国の小学一年生

AP ／北村勇樹、畔柳飛鳥○出演／長瀬智也、清野菜名、田中みな実

藤玉恵

● https://www.youtube.com/watch?v=TSDMyOS73nY
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● https://oh.openhouse-group.com/company/cm/

● http://www.hinokiya.jp/z/

