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報道各位

２０１２年１２月２０日
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、代表取締役社長：品川 泰一）は、資格や技能習得を中心
に展開しているユーキャン通信講座の新ブランドＣＭを２０１３年１月１日（火）より全国で展開いたします。

２０１３年のブランドＣＭ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長澤
まさみさん（ＯＬ役）、岡田将生さん（会社員役）、坂下千里子さん（主婦役）を起用しました。新ＣＭ
では、普通の生活を送っているOL・会社員・主婦が、資格の勉強を始めたことで、日々の生活が少しず
つキラキラと輝き始め、素敵な未来へと進んでいく姿を描いており、“資格の勉強を始めた時”や“資格
を取った後”などの「輝きの瞬間」をベースに、シリーズ形式で展開していきます。メインメッセージは、
「毎日が輝いていく。ユーキャンで資格」。１月１日（火）からの「オープニング ３名」篇を皮切りに、順次
オンエアを開始して参ります。

また、ＣＭ主題歌は、日本を代表するフォークデュオ「ゆず」が担当。本ＣＭのために、前へ進んでいく
力になる応援歌として、オリジナル楽曲「イロトリドリ」を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、「ゆず」ならではの「明るく」「楽しく」「元気な」メロディが、ＣＭの各シーンを彩ります。

本ＣＭ展開を通じて「学びによる“喜びと輝き”」を伝えることで、「勉強を始めようと考えている人を応援
する」ユーキャンブランドの価値向上を図ります。

～ 毎日が輝いていく。ユーキャンで資格 ～

ユーキャン通信講座 ２０１３年ブランドＣＭ
２０１３年１月１日（火）よりオンエア開始

長澤まさみさん、岡田将生さん、坂下千里子さんがユーキャンの新たな顔として登場
“ゆず”のオリジナル楽曲『イロトリドリ』をＣＭ主題歌に起用
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プロデューサー

■制作スタッフ

：株式会社博報堂
：株式会社東北新社
：藤井久（博報堂）
：青田光章（博報堂）
：はばき節子（博報堂）
：こやま淳子（こやま淳子事務所）
：丸田昌哉（博報堂）
：石黒大介（東北新社）

■ＣＭ作品ラインアップ

＜長澤まさみさん・岡田将生さん・坂下千里子さん・ゆず出演＞
1：「オープニング ３名」篇 １５秒 ２０１３年１月１日（火）～５日（土）～放映予定

＜長澤まさみさん出演＞
２：「ＯＬ オープニング」篇 １５秒 ２０１３年１月４日（金）～放映予定
３：「ＯＬ ＮＯＷ」篇 １５秒 ２０１３年１月１１日(金)～放映予定

＜岡田将生さん出演＞
４：「会社員 オープニング」篇 １５秒 ２０１３年１月４日（金）～放映予定
５：「会社員 ＮＯＷ」篇 １５秒 ２０１３年１月１１(金)～放映予定

＜坂下千里子さん出演＞
６：「主婦 ＮＯＷ」篇 １５秒 ２０１３年１月１１日（金）～放映予定 他

※オンエア予定日は変更になる可能性がございます。
※放映地域は全国（日本ＴＶ、ＴＢＳ、フジＴＶ、ＴＶ朝日、ＴＶ東京各全国ネット１１４局）

■企画意図

資格を取るために勉強を始めることは、自分が一歩一歩前に進む喜びが始まることでもありま
す。勉強することで、自分が変わる、自信がついてくる、周りの人から応援される、認められる、
だからもっと頑張ろうという気持ちになる・・・毎日が、どんどん輝いていく、そんな「輝きスパイラ
ル」が起こっていくことをＣＭでは表現しました。

資格の勉強を始めた時や、資格を取った後などで起こる、各主人公（ＯＬ・会社員・主婦）の「輝
き」。その「輝き」を魅力的に伝えられる出演者を検討したところ、幅広い世代に憧れや共感を抱
かせる存在であり、第一線で活躍し続けている長澤まさみさん、岡田将生さん、坂下千里子さん
の起用に至りました。自分も勉強を始めてみようかな・・・と思っていただける、そんな明るくて楽
しいＣＭが完成しました。

また、CM主題歌は、日本を代表するフォークデュオ「ゆず」が担当。「ゆず」ならではの「明るく」
「楽しく」「元気な」メロディが、勉強している世の中すべての人を、元気で前向きな気持ちにさせ
てくれると考え、オリジナル楽曲の制作をお願いいたしました。希望に満ちて明日に進んでいくた
めの元気をくれる、「ゆず」らしい素敵な楽曲です。
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＜長澤まさみさん＞

～ 撮影の合間に中国語を披露するなどチャーミングな一面も！ ～

２０１２年１１月上旬に２日間かけ撮影を行ないました。台湾での連続ドラマ撮影のため、台湾と
日本を行ったり来たりというハードスケジュールの中でのＣＭ収録となった長澤さん。疲れた様
子を見せるどころか、長澤さんの的確な演技により撮影はスムーズに進行し、予定していた時
刻よりも早く終了した日もあるほどでした。また、社員食堂で同僚に「いえ～い」と応えるシーンで
、演技が白熱し思わず社員証を落としてしまったり、撮影の合間に中国語を話して現場を和ます
など、チャーミングな長澤さんの一面も垣間見れました。

■撮影エピソード

＜岡田将生さん＞

～ 電車の微妙な“ユレ”を見事に再現 ～

２０１２年１１月上旬に２日間かけ撮影を行ないました。電車セットでの撮影では、電車の微妙な
“ユレ”を見事に再現されていた岡田さん。そのリアルさに、感心しきりの監督。しかし、思い出し
笑いなど演技に熱が入ると、電車の“ユレ”を忘れてNGテイクを出してしまったりすることも・・・。
「すっかり忘れてました～」と爽やかに謝る一幕や撮影中に寝てしまった子役に気をかけるやさ

しい一面もあり、現場はとても和やかな雰囲気でした。

＜坂下千里子さん＞

～ 撮影の合間に医療事務の勉強？ ～

２０１２年１１月中旬に撮影を行ないました。緊張する子役に声をかけてリラックスさせてくださっ
たり、ちゃぶ台をひっくり返し派手に転がる夫役を心配されたりと、坂下さんのやさしい姿が印象
的でした。また、英会話や筆ペン講座など過去に受講されていたりと、習い事がお好きなようで、
撮影に使用した医療事務のテキストをじっくり読み込むなど、資格取得にも関心があるような様
子でした。

＜ゆず＞

～ 納得いくまでこだわるお二人の姿に脱帽 ～

２０１２年１１月下旬、東京郊外の公園でロケを行ないました。この日は、雲がほとんどない快晴
に恵まれたものの、風が非常に強く、コートや手袋がないと耐えられないほどの状況。しかし、カ
メラが回ってない時もギターで現場を盛り上げてくださるなど、ゆずの北川さんと岩沢さんのエネ
ルギーによって、非常に明るく活気のある現場となりました。また、監督がオッケーを出したカット
でも、納得がいかない時は自ら再度撮影を申し入れるなど、お二人のプロ意識の高さには、スタ
ッフ一同感銘を受けました。
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■出演者プロフィール

◇長澤 まさみ（ながさわ まさみ）

生年月日/血液型：1987年6月3日 A型

受賞歴：2000年 第5回「東宝シンデレラ」グランプリ、2004年 第27回「日本アカデミー賞」
優秀新人俳優賞、2005年第28回「日本アカデミー賞」最優秀助演女優賞・話題賞、
2007年 第30回「日本アカデミー賞」優秀主演女優賞など多くの映画賞を受賞。

◇岡田将生（おかだ まさき）

生年月日/血液型：1989年8月15日 AB型

受賞歴：2010年 第33回「日本アカデミー賞」優秀新人俳優賞、第52回「ブルーリボン賞」
新人賞、第34回「エランドール賞」新人賞、2011年 第34回「日本アカデミー賞」
優秀助演男優賞などの映画賞を受賞。

＝主な出演歴＝

【映画】
2012年 「日本列島 いきものたちの物語」
2011年 「岳－ガク－」、「コクリコ坂から」、「モテキ」

【ドラマ】
2012年フジテレビ「高校入試」、2009年NHK大河ドラマ「天地人」、
2008年フジテレビ「ラスト・フレンズ」他 多数出演

＝主な出演歴＝

【映画】
2013年予定 「謝罪の王様」、「潔く柔く」、「四十九日のレシピ」
2012年 「ひみつのアッコちゃん」、「宇宙兄弟」、「アントキノイノチ」

【ドラマ】
2013年予定 TBS「ＡＴＡＲＵスペシャル」
2012年 NHK大河ドラマ「平清盛」、フジテレビ「ほんとにあった怖い話」、

フジテレビ「未来日記－ANOTHER：WORLD－」他 多数出演

◇坂下 千里子（さかした ちりこ）

生年月日/血液型：1976年4月19日 B型

＝主な出演歴＝

【テレビ】
・2012年 NHK Ｅテレ「おとなの基礎英語」
・2011年～フジテレビ「プレミアの巣窟」
・2010年～日本テレビ「PON!」
・2002～2010年フジテレビ「もしもツアーズ」

【ドラマ】
2010年日本テレビ「書道教授」、BeeTV2009年「ラブコネクター～恋愛工作人～」、
2007年TBSナショナル劇場「浅草ふくまる旅館」他 多数出演

北川悠仁と岩沢厚治からなる横浜出身のフォークデュオ。
1997年にミニアルバム『ゆずの素』でCDデビュー後、「夏色」「いつか」など
ヒット曲を次々と世に送り出し、2004年アテネオリンピック放送の
NHK公式テーマソングに起用された「栄光の架橋」で国民的アーティストの
座を確立。2012年4月に発売された「虹」「Hey和」などを収録したベスト
アルバム『YUZU YOU［2006-2011］』がロングセラーを記録中。
2012年12月からは約25万人を動員するアリーナツアーをスタートさせ、
2013年1月には37thシングル「REASON」を発売する。
「イロトリドリ」着うた、1月1日よりレコチョク、ゆずmobileにて配信開始。

■楽曲提供アーティスト

◇ゆず
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■メイキングショット

長澤まさみさん 「ＯＬ ＮＯＷ」篇

岡田将生さん 「会社員 ＮＯＷ」篇

坂下千里子さん 「主婦 ＮＯＷ」篇

ゆず 「オープニング ３名」篇ほか



２０１３年ユーキャン ブランドＣＭ 『オープニング ３名』篇 １５″

※２０１３年１月１日（火）～５日(土)

6

《ナレーション》

さあ、
ユーキャンで資格

《ナレーション》

みつけよう！
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２０１３年ユーキャン ブランドＣＭ 『ＯＬ オープニング』篇 １５″

※２０１３年１月４日（金）～放映予定

《ナレーション》

さあ、
ユーキャンで資格

《ナレーション》

みつけよう！
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２０１３年ユーキャン ブランドＣＭ 『ＯＬ ＮＯＷ』篇 １５″

※２０１３年１月１１日(金)～放映予定

《長澤さん offNA》

資格の勉強をはじめた。

《同僚社員A》

最近、
あいつ頑張ってるよなー

《同僚社員A》

頑張ってるよなー
長澤！

《長澤さん》

いやー、
ありがとうございますー
いいこと言うじゃん！

《ナレーション》

さあ、
ユーキャンで資格

《ナレーション》

みつけよう！
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２０１３年ユーキャン ブランドＣＭ 『会社員 オープニング』篇 １５″

※２０１３年１月４日（金）～放映予定

《ナレーション》

さあ、
ユーキャンで資格

《ナレーション》

みつけよう！
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２０１３年ユーキャン ブランドＣＭ 『会社員 ＮＯＷ』篇 １５″

※２０１３年１月１１日(金)～放映予定

《岡田さん offNA》

資格の勉強をはじめた。

《岡田さん》

あっ、それ僕やります。

《先輩社員》

最近、イキイキしてるね。

《先輩社員》

エヘ。エヘヘッ。
そうですか。

《ナレーション》

さあ、
ユーキャンで資格

《ナレーション》

みつけよう！
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２０１３年ユーキャン ブランドＣＭ 『主婦 ＮＯＷ』篇 １５″

※２０１３年１月１１日(金)～放映予定

《坂下さん offNA》

資格の勉強をはじめた。

《子供》

ああっ！
《坂下さん》

どしたっ？！

《パパ》

あー、いいいい。

《パパ》

俺がやるから。

《パパ》

ああっ！

《坂下さん》

ええっ？！

《パパ》

大丈夫だから！
俺がやるから！

《坂下さん》

大丈夫っ？！

《ナレーション》

さあ、
ユーキャンで資格

《ナレーション》

みつけよう！


