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報道各位

２００９年１２月２２日（火）
株式会社ユーキャン

　株式会社ユーキャン（本社：東京都新宿区　代表：品川惠保）は、「フミダス」をスローガンとした「２０１０年
ユーキャンブランドキャンペーン」を２０１０年１月１日（金）より全国で展開いたします。

　２０１０年の新たなブランドキャンペーン展開にあたり、イメージキャラクターを一新。ユーキャンの新たな
顔として蒼井優、佐藤隆太、はんにゃ、貫地谷しほり、富田靖子を起用。それぞれ「会社で必要とされてい
ないＯＬ」、「不安定な仕事で結婚に踏み切れないサラリーマン」、「自分に言い訳して動きださないフリー
ター」、「強みを持たず就職活動に四苦八苦する大学生」、「ブランクを理由に再就職に踏み切れない主婦」
を演じていただきます。

　本キャンペーンの軸となるのはＷＥＢムービーとＴＶＣＭ。「理想と現実のギャップに悩み、迷い、新たな
一歩を“フミダス”決意をする主人公５人の姿」をそれぞれ描いたドラマ形式で展開します。ドラマの完全版
はユーキャンホームページ（www.u-can.co.jp）にて「フミダスムービー（全５作）」として順次公開。ＴＶＣＭは、
ＷＥＢムービーを主人公の変化に合わせ３タイプ※に編集したダイジェスト版をメインに順次放映（全１８作）
していきます。
※ふがいない日々を過ごす「Ｂｅｆｏｒｅ｣篇、葛藤して踏み出す「Ｆｕｍｉｄａｓｕ」篇（蒼井さん・佐藤さんのみ）、資格取得に向けて勉強を始める「Ｎｏｗ」篇

　また、キャンペーン主題歌（ＣＭソング）にはヒップホップユニット・ファンキーモンキーベイビーズによるオ
リジナル楽曲を採用。不安を抱える人たちの心情をベースに、新しい自分に向って踏み出したいという切な
る思いを歌った『涙』、新たな決意を胸にした人たちの前向きな気持ちを歌った『夢』の２曲を本ドラマのため
に書き下ろしていただきました。メッセージ性の強いストレートな歌詞、ファンキーモンキーベイビーズならで
はの懐かしみのあるメロディが、ドラマの各シーンをさらに印象深いものにしています。その他、同曲の初回
生産限定盤ＣＤジャケットなど、様々なコラボレーションを今後予定しています。

　キャンペーン第一弾として、２０１０年１月１日（金）より、ＷＥＢムービー「捨て猫ＯＬ（蒼井優主演）」、「ライ
バルは黒光り（佐藤隆太主演）」の２作、ＴＶＣＭ「オープニング」篇、屋外広告を展開。ＷＥＢムービーとＴＶ
ＣＭを軸に新聞・雑誌・屋外広告を含めた広がりのあるコミュニケーション展開を通じて、「一歩踏み出す人
を応援する」ユーキャンを訴求し、ブランド価値の向上を図ります。

（「オープニング」篇ＣＭシーンから）

～ “不安” な今から一歩 “踏み出し” 笑顔の未来へ ～

「２０１０年ユーキャンブランドキャンペーン」
２０１０年１月１日（金）、新たな一歩を“フミダス”

蒼井優、佐藤隆太、はんにゃ、貫地谷しほり、富田靖子がユーキャンの新たな顔として登場
主題歌（ＣＭソング）は、ファンキーモンキーベイビーズがオリジナル楽曲『涙』・『夢』を制作

ＴＶＣＭとＷＥＢムービーを軸に広がりのあるコミュニケーション施策を展開
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「２０１０年ユーキャンブランドキャンペーン」ＴＶＣＭ　『オープニング』篇　１５″

※２０１０年１月１日（金）～放映予定

「２０１０年ユーキャンブランドキャンペーン」のスタートにあたって、
本キャンペーンにおけるスローガン、イメージキャラクター、主題歌（ＣＭソング）を

一挙に紹介いたします。
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広告代理店
制作会社
エグゼクティブクリエイティブディレクター
クリエイティブディレクター

制作ディレクター

プロデューサー

■制作スタッフ

■ＣＭデータ

●ＯＡ開始予定：２０１０年１月１日（金）～
●放送地域：全国（日本ＴＶ、ＴＢＳ、フジＴＶ、ＴＶ朝日、ＴＶ東京各全国ネット１１４局）
●放送形態：１５秒・ ３０秒

：株式会社博報堂
：株式会社博報堂プロダクツ
：藤井久（博報堂）
：益田稔（博報堂）
：弦田英明（博報堂）
：丸山裕芳（博報堂）
：山口久美子（博報堂）
：古市豊彦（博報堂プロダクツ）
：清水彰（博報堂プロダクツ）

■ＣＭ作品ラインアップ　

＜蒼井優・佐藤隆太・はんにゃ・貫地谷しほり・富田靖子・ファンキーモンキーベイビーズ出演＞
1：「オープニング」篇 １５秒/３０秒　　２０１０年１月１日（金）～放映予定

＜蒼井優出演＞
２：Ｂｅｆｏｒｅ 「昨日休んでたっけ？」篇 １５秒　　 ２０１０年１月９日（土）～放映予定
３：Ｆｕｍｉｄａｓｕ 「くやし泣き」篇 ３０秒　　 ２０１０年１月１３日（水）～放映予定
４：Ｎｏｗ 「朝のごほうび」篇 １５秒　　 ２０１０年１月２０日（水）～放映予定

＜佐藤隆太出演＞
５：Ｂｅｆｏｒｅ 「彼女の実家」篇 １５秒　　 ２０１０年１月９日（土）～放映予定
６：Ｆｕｍｉｄａｓｕ 「歩き続けて」篇 ３０秒　　２０１０年１月１３日（水）～放映予定
７：Ｎｏｗ 「待ち合わせ」篇 １５秒　　 ２０１０年１月２０日（水）～放映予定

＜はんにゃ出演＞
８：Ｂｅｆｏｒｅ 「再会」篇 １５秒　　２０１０年１月１３日（水）～放映予定
９：Ｎｏｗ 「本気の決意」篇 １５秒　　２０１０年１月２０日（水）～放映予定

＜貫地谷しほり出演＞
１０：Ｂｅｆｏｒｅ 「会社説明会」篇 １５秒　　２０１０年１月２０日（水）～放映予定
１１：Ｎｏｗ 「インタビュー」篇 １５秒　　２０１０年１月２７日（水）～放映予定

＜富田靖子出演＞
１２：Ｂｅｆｏｒｅ 「９年のブランク」篇 １５秒　　 ２０１０年１月２０日（水）～放映予定
１３：Ｎｏｗ 「さがしもの」篇 １５秒　　 ２０１０年１月２７日（水）～放映予定　　　　　　　　　　　　他
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●佐藤隆太主演 「ライバルは黒光り」

出演：佐藤隆太
　　　 梅宮万紗子
　　　 長州小力　　　他

演出：松崎茂登
本編：１０分３８秒
ＷＥＢ掲出予定日：２００９年１月１日（金）

あらすじ　　職が定まらず、転職を繰り返す営業マン、カズヒロ。
　　　　　　　恋人の両親にも結婚を反対され、焦りと悔しさが募る。
　　　　　　　そんなカズヒロの前に現れたのは、強力なライバル
　　　　　　　アシカのリッキーだった！！

●蒼井優主演 「捨て猫ＯＬ」

演出：山下敦弘
本編：１１分５６秒
ＷＥＢ掲出予定日：２００９年１月１日（金）

出演：蒼井優
　　　 不破万作　　　他

あらすじ　　周りから必要とされている実感のないＯＬマユミ。
　　　　　　　上司からは、松本に任せたのが悪かったと言われる始末。
　　　　　　　捨て猫と自分と重ね合わせていたマユミは、”必要としてください！”
　　　　　　　と心の底から叫んでいた ・・・

●はんにゃ主演 「俺が本気だしたらそれはもうすごい事になるから」

演出：高野耕治
本編：１０分４０秒
ＷＥＢ掲出予定日：２００９年１月１０日（日）

出演：はんにゃ （川島章良 ・金田哲）
　　　 谷 桃子　　　他

あらすじ　　子供の頃から「別に、俺、まだ本気出してないし」が口癖のアキラ。
　　　　　　　本気を出さないまま大人になったある日、後輩の武志と再会。
　　　　　　　これをきっかけに、２人を取り巻く運命は大きく変化していく。

●貫地谷しほり主演 「ドキュメント フミダス ダンス ｉｎ ザ 就活」

演出：永口紗也香
本編：１０分
ＷＥＢ掲出予定日：２００９年１月１７日（日）

出演：貫地谷しほり　　　他
　　　 ファンキーモンキーベイビーズ
　　　 （特別出演）

あらすじ　　就職活動は恋愛と一緒で、自分らしくアピールすることが大事！
　　　　　　　持ち前のポジティブさで、創作ダンスを引っさげアピールするも、
　　　　　　　結果の出ない日々。彼女は自分に足りないものが何であるかを
　　　　　　　気付いていく。

●富田靖子主演 「キラキラ」

演出：賀内健太郎
本編：１０分２秒
ＷＥＢ掲出予定日：２００９年１月１７日（日）

出演：富田靖子
　　　 佐藤二郎
　　　 矢追純一
　　　 大堀恵　　　他

あらすじ　　私だって、昔みたいに働きたい！
　　　　　　　自分と変わらないと思っていたママ友たちが資格を取って
　　　　　　　輝いている姿を見て、ゆき江の中に眠っていた感情が芽生えた。
　　　　　　　資格を取ったゆき江の輝きは、想像を絶するものだった。

ドラマ完全版　ＷＥＢ「フミダスムービー」概要
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■企画意図　

ＷＥＢムービーとＴＶＣＭを軸としたコミュニケーション展開は、２００９年から始め今回で２回目。
２００９年は、「いざ、なりたい自分へ。」をスローガンに掲げました。しかし、厳しい経済状況の中、
なかなか動き出すことが出来ない昨今。だからこそ、２０１０年のスローガンを、生活者心理のど
真ん中をつく“フミダス”とし、人々の背中を押していくことを強く打ち出そうと考えました。「“不安”
な今から一歩“踏み出し”笑顔の未来へ」。そんな応援メッセージを込めています。

今回のスローガン・応援メッセージを、メインターゲットへ深く訴求するために、新たな領域に自ら
踏み出し、活躍のフィールドを広げ続けていらっしゃる蒼井優さん、佐藤隆太さん、はんにゃさん、
貫地谷しほりさん、富田靖子さんを起用いたしました。

また、心情を瑞々しく切取ったストレートな歌詞とどこか懐かしく感じるメロディーで老若男女に支
持されているファンキーモンキーベイビーズの音楽性が、一歩踏み出そうとしている人たちの後
押しをしてくれると思い、オリジナル楽曲の書き下ろしをお願いいたしました。

＜蒼井優＞
この作品を通じて、観てくださった方の背中を押すような“一歩踏み出すお手伝い”がちょっとで
もできたらと思います。

＜佐藤隆太＞
もちろんまるっきり同じという訳ではありませんが、こう見えて（？）よく悩む性格なので今回演じ
させていただいたカズヒロとは似ていると思います。また、僕自身この作品に参加した事で何か
新しい事に挑戦してみたいという気持ちになれました。ですから、このムービーを見てくださった
方が、「よっしゃ、俺も（私も）やってみよう！」と思ってくださったらとても嬉しいです。

＜はんにゃ＞
このムービーで、本気になることのすばらしさを感じ取ってもらえたら嬉しいです。（川島）
これから踏み出そうと思っている人へ。本気で、本気出してみてください！もう1回いいます。
本気で、本気出してみてください！（金田）

＜貫地谷しほり＞
私も進路については、すごく悩みました。自分が何もしていないという不安にぶちあたった時、そ
れに打ち勝つにはやはり自信をもつ事だと思います。私も役づくりにおいて不安な時は、その役
について下調べをします。精一杯取り組んだことは、自信にもつながってくると思うので、気にな
る職業やこれだと思った職業が見つかった時、それには何が大切かを見極めて頑張って下さい。
私自身ももっともっと頑張りたいと思います。

＜富田靖子＞
キラキラ輝くきっかけは、とても些細なことだと、私は考えています。それが、このムービーだった
ら、すごく嬉しいです。一歩踏み出すのは、勇気のいることだと思います。でも、一歩踏み出そう
と思った時からキラキラ輝いているはずです。

■出演者メッセージ
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完全版ドラマはいずれも１０分以上の作品ということもあり、テレビドラマや映画さながらの台本を
用意し、撮影カメラの台数やスタッフ数も通常のテレビＣＭに比べ大規模なものとなりました。

＜蒼井優＞

～ クオリティを追求する女優魂にスタッフ一同が感動！! ～

２００９年１２月上旬に都内や神奈川県内の数か所で３日間かけてロケを行ないました。その中で
もドラマでの重要な転機となる「蒼井さんが泣き崩れるシーン」の撮影では、当初雨に濡れない場
所で演技をしていただく予定でした。しかし、作品のクオリティとリアリティを追求する蒼井さんのア
ドリブにより、極寒のなか雨に濡れながらの撮影に急遽変更。そんな蒼井さんの姿に感銘を受け
たスタッフ一同も撮影に力が入り、見る人の共感を呼ぶ印象的なシーンとなりました。

＜佐藤隆太＞

～ 意外な恋のライバルに最初はとまどいも・・・ ～

２００９年１１月中旬に都内や神奈川県内の数か所で３日間かけてロケを行いました。佐藤さんに
は転職を繰り返してしまうサラリーマン役として、長州小力さん扮する擬人化したアシカと恋のライ
バルを演じていただきました。これまで様々な役をこなされてきた佐藤さんも流石にアシカの恋敵
は初挑戦。撮影開始直後は、長州小力さんのコミカルな演技も手伝って思わず噴出してしまうこと
も・・・。しかし、撮影が進むにつれて佐藤さんと長州さんとのライバル間に一体感が生まれるよう
になり、おかしくもどこか切ない作品に仕上げることができました。

＜はんにゃ＞

～ 俳優さん顔負けの完璧なセリフ回しに脱帽 ～

２００９年１１月中旬に都内や神奈川県で撮影を行いました。撮影が始まる前は、慣れない演技の
撮影を前にどこか緊張の面持ちながらも、持ち前の明るい振る舞いでスタッフにも積極的に声を
かけ現場を和ませていたはんにゃのお２人。しかし、撮影が始まるとそれまでの朗らかさとは一変
し、お２人の表情はまさに真剣そのもの。また、川島さんには、長いセリフ回しがあったのですが、
俳優さん顔負けの迫真の演技で完璧にこなしていただくなど、活気がありながらも緊張感の漂う
撮影となりました。

＜貫地谷しほり＞

～ 独自の感性で“奇抜”なダンスを即興でアレンジ ～

２００９年１１月上旬に都内や神奈川県の数か所で３日間かけてロケを行いました。就職活動に臨
む大学生役を演じていただいた貫地谷さん。どのシーンでも必ずといっていいほどダンスがあり、
監督が考えた振り付けに貫地谷さんの感性でアレンジを加えて踊っていただきました。奇抜で変
則的な動きの為、最初は笑いをこらえて演じることもありましたが、カットのたびにモニターの前で
スタッフと自分の踊りをチェックし、納得のいくまで何度も挑戦されていました。

＜富田靖子＞

～ 現場は終始和やかな雰囲気 ～

２００９年１０月下旬に都内や神奈川県の数か所で２日間かけてロケ・スタジオ撮影を行いました。
自らも１児の母親でもある富田さんは、共演する子役たちに撮影の合間など笑顔で接していただ
き、現場は終始とても和やかな雰囲気に包まれていました。そんな富田さんだからこそ、夫役の
佐藤二朗さんや子役たちと共に、まるで本当の家族の姿を収めたような作品となりました。

■撮影エピソード
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１： ５連貼りＢ０ポスター

■アウトドアメディアラインアップ　

●掲出期間： ５連貼りＢ０ポスター　２０１０年１月１日（金）～１月７日（木）
　　　　　　　　 ドア横Ｂ３ポスター　２０１０年１月４日（月）～１月１０日（日）
　　　　　　　　 サインボード　２０１０年１月１１日（月）～２月１０日（水）

●掲出地域： ５連貼りＢ０ポスター　 [東京エリア] ＪＲ東日本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 掲出駅：新宿、代々木、渋谷、新橋、東京、秋葉原、上野、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 池袋、中野、大宮、高田馬場、蒲田、北千住

　　　　　　　　 ドア横Ｂ３ポスター　　 [東京エリア] ＪＲ東日本　
　　　　　　　　 サインボード　 　　　 [東京エリア] 山手線路線内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 掲出駅：東京、新宿、渋谷、上野、目白、大崎、高田馬場、秋葉原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 新橋、田町、品川、恵比寿、原宿、池袋、巣鴨、田端、神田

２： ドア横Ｂ３ポスター

３： サインボード

■アウトドアメディアデータ
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■出演者プロフィール

◇貫地谷しほり（かんじや しほり）
生年月日/血液型：1985年12月12日（24歳） A型
受賞歴：2008年2月7日、「2008年エランドール賞新人賞」を受賞

◇蒼井優（あおい ゆう）
生年月日/血液型：1985年8月17日（24歳） A型
受賞歴：2006年第30回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞
　　　　　 第49回ブルーリボン賞主演女優賞をはじめ、多くの映画賞を受賞。

◇佐藤隆太（さとう りゅうた）
生年月日/血液型：1980年2月27日（29歳） A型
受賞歴：2007年、母校日本大学藝術学部が出身者の功績を讃える日藝賞を受賞。

＝主な出演歴＝
【映画】
2010年予定　「おとうと」
2009年　「いけちゃんとぼく」声の出演、 「ホノカアボーイ 」
2008年　「百万円と苦虫女 」主演
【ドラマ】
2008年　NTV「おせん」主演、CS「蒼井優×4つの嘘 カムフラージュ」他 多数出演

＝主な出演歴＝
【映画】
2010年予定　「海猿-UMIZARU-3」
2009年　「ROOKIES -卒業-」主演、2008年「ガチ☆ボーイ」主演
【ドラマ】
2010年　CX「わが家の歴史 」、「まっすぐな男」
2009年　TBS「ROOKIES」主演、CX「婚カツ」他 多数出演

＝主な出演歴＝
【映画】
2010年予定　「パレード」、「ゴールデンスランバー」
2009年　「ノーボーイズ,ノークライ」、「僕らのワンダフルデイズ」
　　　　　 「THE CODE/暗号」、「ジェネラル・ルージュの凱旋」
【ドラマ】
2010年　NHK「龍馬伝」、CX「まっすぐな男」
2009年　CX「ブザー・ビート～崖っぷちのヒーロー～」
　　　　　 TBS「ラブシャッフル」他 多数出演

◇はんにゃ　川島章良（かわしま あきよし）、金田哲（かなださとし）
生年月日/血液型：川島 1982年1月20日（27歳） A型
　　　　　　　　　　　　金田 1986年2月6日（23歳） B型

◇富田靖子（とみた やすこ）
生年月日/血液型：1969年2月27日（40歳） AB型

＝主な出演歴＝
【映画】
2007年　茶々 天涯の貴妃
【ドラマ】
2009年　NHK「チャレンジド」、TBS「JNN50周年記念ドラマ 天国で君に逢えたら」、
　　　　　 CX「BOSS」他 多数出演

＝主な出演歴＝
【映画】
2010年予定　「私の優しくない先輩」　主演（金田のみ）
【テレビ】
2009年　NTV「はんにゃのこの手があったか!」MC
　　　　　 CX「キャンパスナイトフジ」レギュラー、「爆笑レッドシアター」レギュラー
【その他】
　　　　　 CX「爆笑レッドカーペット」、NHK「爆笑オンエアバトル」他 多数出演
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真剣な表情のはんにゃのお二人 スタッフと笑顔で話す貫地谷さん 撮影前に子役と談笑する富田さん

監督と演技の確認をする蒼井さん

共演の梅宮さんとモニターを見る佐藤さん

■撮影風景
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ファンキー加藤（ＭＣ　左)、モン吉（ＭＣ　右)、ＤＪケミカル（ＤＪ　中央）

東京八王子出身、「ファンキー加藤」「モン吉」「ＤＪケミカル」の３人が、
‘０４年元旦に結成した２ＭＣ１ＤＪのヒップホップユニット。

‘０６年１月、シングル『そのまんま東へ』でメジャーデビュー。
‘０７年１月リリースの『Ｌｏｖｉｎ‘ Ｌｉｆｅ』がＣＤセールス２０万枚、着うた
２００万ダウンロードを突破。２００７年度上半期 着うたフルＲランキン
グ３位に輝く超ロングヒットを記録、ブレイクを果たす。
楽曲に加え、有名人を起用したストーリー性のあるＰＶでも話題を呼ぶ。
熱く激しいライブパフォーマンスも話題となり人気急上昇。学園祭では、全国の中学・高校・大学などからの
出演オファーが２５０校以上に及び「学園祭ライブキング」に。

‘０９年ＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢＡＢＹＳは、デビュー当時からの夢である３つの目標
●オリコンアルバムウィークリーチャート初登場1位獲得。
　 （‘０９/３/４ リリース ３rdアルバム『ファンキーモンキーベイビーズ３』）
●日本武道館ＬＩＶＥの大成功。（平日２DAYSが即日完売）
●念願の第６０回 ＮＨＫ紅白歌合戦初出場決定。

‘０９年秋にリリースした両Ａ面シングル『ヒーロー/明日へ』も大ヒット。現在までに、１１枚のシングルと３枚のアル
バム、１枚のＤＶＤシングル、２枚のＬＩＶＥ ＤＶＤをリリース。

そして、‘１０年１月２７日には早くも１２枚目の両Ａ面シングル『涙/夢』（「２０１０年ユーキャンブランドキャンペーン」
ＣＭソング）のリリースが決定！早くも‘１０年の話題を独占しそうな彼らに乞うご期待！！

■ファンキーモンキーベイビーズ

　キャンペーン主題歌（ＣＭソング）
　「涙」／「夢」

■「ユーキャン × ファンキーモンキーベイビーズ」コラボレーション

２０１０．１．２７ ｒｅｌｅａｓｅ
FUNKY MONKEY BABYS 両Ａ面 １２ｔｈ ｓｉｎｇｌｅ 『涙／夢』
・初回生産限定盤（ＣＤ＋ＤＶＤ） ＭＵＣＤ－９０１２ ¥１,３６５(ｔａｘ ｉｎ) 

※５パターンジャケット仕様 ※ＤＶＤ付き＜「涙」video clip収録＞
・通常盤（ＣＤ） ＭＵＣＤ－５１６３ ¥１,０５０ (ｔａｘ ｉｎ)

※ジャケットデザインは変更になる場合がございます。


