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報道各位 

２０１４年１２月１９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２０１５年１月１日（木）より全国でオンエアいたし

ます。 
 

 ２０１５年のキャンペーンスローガンは「ユーキャンで学ぼう！」。 

 好きなことを学ぶ喜びと出会い、毎日がイキイキと輝いていく主人公を、今をときめく杏さんと井川遥さ

んに美しく爽やかに演じていただきました。さらに、ドラマで人気急上昇の松重豊さんもカフェのマスター

として登場。常連客の井川さんにメロメロな姿が実にかわいくユーモラスです。 
 
 ＣＭは全６作品、１月１日（木）～流れる「オープニング２０１５」篇を皮切りに、「学び」をきっかけに“成

長する楽しさ、喜び”の実感を描いた「杏・出会った」篇と「井川・出会った」篇、ユーキャンの教材の良さ

を紹介する「カフェ・テキスト」篇・「カフェ・添削」篇・「カフェ・スマホ」篇のオンエアを順次開始して参ります。 
 
 ＣＭソングは、ユーキャン初の２回目の起用となるいきものがかりさんにお願いしました。曲はこのキャ

ンペーンのために書き下ろしていただいた「ワンゴール」。楽しく打ち込めるものと出会い前進していく喜

びを吉岡さんが高らかに唄い上げ、ＣＭの各シーンを元気に彩ります。この楽曲は、１２月２４日発売の

「FUN! FUN! FANFARE!」に収録されています。 
 

 興味のあることをユーキャンで楽しく学び、大人になっても成長できる喜びや、こころの背筋がしゃんと

伸びていく気持ち良さを実感していただきたい。そんな想いでお届けする２０１５年のＣＭキャンペーン。 

新しいユーキャンが動き始めます。 

～ ユーキャンで学ぼう！ ～ 

ユーキャン通信講座 ２０１５年ブランドＣＭ 
２０１５年１月１日（木）よりオンエア開始 

杏さん、井川遥さん、松重豊さんがユーキャンの２０１５年のＣＭに登場 

“いきものがかり”のオリジナル楽曲『ワンゴール』をＣＭソングに起用 

※本リリース情報の一般解禁は１２月１９日（金）ＡＭ４：００以降でお願いいたします。 
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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 
プランナー 
コピーライター 
アートディレクター 
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 
：板東睦美（博報堂）  
：横田豊（博報堂） 
：丸山裕芳（博報堂） 
：伊藤恵太（博報堂） 
：駿河亮（博報堂） 

：鎌田淳（博報堂） 
：吉田真（東北新社） 

■ＣＭ作品ラインアップ  

1：「オープニング２０１５」篇 １５秒        ２０１５年１月１日（木）～放映予定 
 ⇒杏さん、井川遥さん、松重豊さん、いきものがかりさん出演 
 
２：「杏・出会った」篇 １５秒                       ２０１５年１月８日（木）～放映予定 
 ⇒杏さん出演 
 
３：「井川・出会った」篇 １５秒             ２０１５年１月９日（金）～放映予定 
 ⇒井川遥さん出演 
 
４：「カフェ・添削」篇 １５秒                         ２０１５年１月１７日（土）～放映予定 
 ⇒杏さん、井川遥さん、松重豊さん出演 
 
５：「カフェ・テキスト」篇 １５秒                    ２０１５年１月１８日（日）～放映予定 
 ⇒杏さん、井川遥さん、松重豊さん出演 
 
６：「カフェ・スマホ」篇 １５秒                      ２０１５年２月１日（日）～放映予定 
  ⇒杏さん、井川遥さん、松重豊さん出演 
 
※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  

   ２０１５年度のテーマは「学ぶ喜び」です。 

 

 「学び」って聞くとちょっと堅苦しい感じがしそうですが、ユーキャンの学びはとても楽しく毎日をハッピー

にしてくれるもの。興味のあることを楽しく学べば、もっと知りたくなる、もっと好きになる。知的好奇心が刺

激されることで、こころの背筋もしゃんと伸びて、仕事に追われる毎日に心地いいリズムが生まれる。 

ユーキャンの学びは、大人だって成長できることを実感させてくれます。 

あなたも好きなことを楽しむカジュアルな気分で、「ユーキャンで学ぼう！」。 

そんなメッセージをお届けするＣＭキャンペーンが始まります。 

 

 出演者は、憧れと親しみやすさを兼ね備えた杏さん、井川遥さんと、話題のドラマで人気急上昇の松重

豊さん。３人が掛け合うユーモラスなＣＭも楽しみにしてください。 

 

 ＣＭソングは３年ぶりにいきものがかりさんが担当。 

「学ぶ喜び」を伝える応援歌として、オリジナルの「ワンゴール」を書き下ろしていただきました。 

新しい気持ちで動き出したくなる、元気で明るい歌声が響きます。 
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＜松重豊さん＞ 

～様々な感情の変化を表現した“演技”と“表情”は必見～ 

２０１４年１０月下旬に丸１日間かけ撮影を行ないました。松重さんは、スタイルもよく、身長も高く、まる
で名店カフェのマスターそのもの。撮影に入ってからも、お客様から注文を受ける姿、丁寧にカフェラテ
を作るしぐさなど、カフェマスター役を完璧に演じていただけました。恋心、妄想、驚きなど様々な感情の
変化を見事に表現した“演技”と“表情”は必見です。 

■撮影エピソード 

＜井川遥さん＞ 

～スローモーションシーンに注目 ～ 

２０１４年１０月下旬から２日間撮影を行ないました。カフェマスターの妄想シーン、スローモーションでマス
ターの手を握るシーンの絶妙な表情、演技に注目してください。３人の息もぴったりで撮影現場は終始和
やかな雰囲気に包まれていました。また、気温が低い中、庭での散水などハードな撮影現場でしたが、常
にまわりを気にかけ、笑顔で接する井川さんの優しい人柄を垣間見ることができました。 

＜杏さん＞ 

～ いつもの明るさ、笑顔に癒されました ～ 
２０１４年１０月下旬から２日間撮影を行ないました。映画やＣＭに大忙しの杏さんですが、今回はカフェマ
スターの娘役を熱演していただきました。共演した井川さん、松重さんとの息もぴったり。特に松重さんと
は、本当の親子と思わせるような掛け合いが見事でした。またロケでは、自転車で坂を何度も下ったり、
海辺で勉強したりと厳しい環境での撮影でしたが、いつもと変わらず明るく笑顔を絶やさない杏さんの姿
にエキストラやスタッフ一同は癒されました。 

＜いきものがかりさん ご本人からのコメント＞ 

～ なにかを始めようとしている人の背中をポンと押す曲～ 
 

なにかを頑張っている人、これからなにかを始めようとしている人の 
背中をポンと押せるような曲にしたいなと思って作りました。 
ユーキャンのCMソングをやらせていただくのはありがたいことに２回目で、 
今回も少し出演させていただいていますので、是非ご覧ください。 

 

■楽曲制作エピソード 
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■出演者プロフィール 

◇杏（あん） 

生年月日： １９８６年４月１４日  

■楽曲提供アーティスト 
◇いきものがかり 

１２月２４日に、ニューアルバム『FUN! FUN! FANFARE!』を発売。 
『２０１５ ユーキャン』CMソングの『ワンゴール』をはじめ、 
CM・アニメ・報道番組・ドラマ・映画といった数々の 
テーマソング８曲を収録した、７０分を超える大作。 
２０１５年３月からは２５万人規模の全国ツアーを行う。 
２００６年のデビュー以来数々のヒット曲を生み出し、 
老若男女問わず幅広い世代から支持される。 
ユーキャンのCMソングとしては初の、２回目の起用となる。 
 

◇松重 豊（まつしげ ゆたか） 

生年月日： １９６３年１月１９日  

◇井川 遥（いがわ はるか） 

生年月日：１９７６年６月２９日  

＝主な出演歴＝ 

【ドラマ】 

２０１５年 NHK「花燃ゆ」、TBS「流星ワゴン」  
２０１３年 NHK「ガラスの家」 

２０１１年 CX「グッドライフ～ありがとう、パパ。さよなら～」、NHK「胡桃の部屋」 
【映画】 
２０１１年 「東京公演」 
２０１０年 「今度は愛妻家」 

【雑誌】 

年間モデルカバー 光文社「ＶＥＲＹ」 

＝主な出演歴＝ 
【ドラマ】 
２０１５年 CX「デート～恋とはどんなものかしら～」 
２０１４年 TBS「女はそれを許さない」、CX「ＨＥＲＯ 第２シリーズ」 
        TX「孤独のグルメ season４」、EX「死神くん」、NTV「明日、ママがいない」 
２０１３年 NHK「八重の桜」 
【映画】 
２０１５年 「マエストロ」「ソロモンの偽証」 
２０１４年 「野のなななのか」「MONSTERZ モンスターズ」 
２０１２年 「アウトレイジビヨンド」 ２０１０年「孤高のメス」 ２００９年「ディア・ドクター」 
２００７年 「しゃべれどもしゃべれども」  ２００４年「血と骨」 

＝主な出演歴＝ 
【ドラマ】 
２０１４年 ＮＨＫ「ごちそうさん」 
２０１４年 ＮＴＶ「花咲舞が黙ってない」 
２０１３年 ＣＸ「幽かな彼女」 
２０１１年 ＮＴＶ「妖怪人間ベム」 
【映画】 
２０１３年 「プラチナデータ」 
２０１３年 「真夏の方程式」 
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＜杏さん・メイキングショット＞ 

＜井川遥さん・メイキングショット＞ 

＜松重豊さん・メイキングショット＞ 

挑戦するのは、人気モデルのお二人！ 

１月１日～Ｏ.ＡのTVCMで明らかにします。 

さらに、今回は予想キャンペーンを実施します。 

今回講座にチャレンジする方のお名前を予想して、キャンペーンサイトから 

応募すると、抽選で１０名様にご希望の講座をプレゼント。 

（キャンペーンサイト公開は１２月２２日～３１日まで） 

ユーキャンでは、２０１５年も講座チャレンジ企画を実施します。 



２０１５年ユーキャン ブランドＣＭ 『オープニング２０１５』篇 １５″ 

※２０１５年１月１日（木）～放映予定 
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《ナレーション》 
 
ユーキャンで学ぼう！ 
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２０１５年ユーキャン ブランドＣＭ 『杏・出会った』篇 １５″ 

※２０１５年１月８日（木）～放映予定 
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≪杏さんOffNA≫ 
予定のない休日が 
なんか憂鬱だったけど 

≪杏さんOffNA≫ 
わたし、「学び」と 
出会った。 

≪杏さんNA≫ 
よし！ 

《杏さんOffNA》 
 
ユーキャンで学ぼう！ 
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２０１５年ユーキャン ブランドＣＭ 『井川・出会った』篇 １５″ 

※２０１５年１月９日(金)～放映予定 
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8 ≪井川さんOffNA≫ 
子どもの成長だけが 

≪井川さんOffNA≫ 
楽しみだったけど 

≪井川さんOffNA≫ 
わたし、「学び」と
出会った。 

≪井川さんOffNA≫ 
ユーキャンで学ぼう。 

≪井川さんNA≫ 
全問正解。 
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２０１５年ユーキャン ブランドＣＭ 『カフェ・添削』篇 １５″ 

※２０１５年１月１７日（土）～放映予定 
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≪井川さんNA≫ 
ユーキャンの 

≪井川さんNA≫ 
添削、楽しみなんです。 

≪井川さんNA≫ 
いつも優しく 

≪井川さんNA≫ 
応援してくれるから。 

≪松重さんOffNA≫ 
わたしだっていつも 

≪松重さんOffNa≫ 
あなたのことを… 

≪杏さんNA≫ 
お父さん、サンキュー 

≪松重さんOffNA≫ 
おまえじゃなーい 

≪井川さんOffNA≫ 
ユーキャンで学ぼう。 
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２０１５年ユーキャン ブランドＣＭ 『カフェ・テキスト』篇 １５″ 

※２０１５年１月１８日（日）～放映予定 
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≪松重さんOffNA≫ 
この方が 

≪松重さんOffNA≫ 
毎日、勉強を続けられる
のは 

≪井川さんNA≫ 
マスターのコーヒーが 

≪井川さんNA≫ 
美味しいから… 

≪杏さんNA≫ 
お父さん、 

≪杏さんNA≫ 
それはユーキャンが 
わかりやすいから 

≪杏さんNA≫ 
さてと、あたしも 

≪杏さんOffNa≫ 
ユーキャンで学ぼう。 
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２０１５年ユーキャン ブランドＣＭ 『カフェ・スマホ』篇 １５″ 

※２０１５年２月１日（日）～放映予定 
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≪松重さんNA≫ 
かしこまりました。 

≪松重さんNA≫ 
おい、 
スマホで遊んでるなら
手伝え！ 

≪杏さんNA≫ 
お父さん、 
わたしユーキャンで 
勉強中 

≪松重さんNA≫ 
何だと!? 

≪井川さんNA≫ 
今どきは、スマホで 
勉強ですよね。 

≪松重さんNA≫ 
ですよね。 
 
≪杏さんNA≫ 
あーっ 

≪杏さんOffNA≫ 
ユーキャンで学ぼう。 
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株式会社ユーキャンは、教育・文化・エンタテインメントの分野において、『学ぶ楽しさ、知る喜び』を創造

しています。通信教育部門では、資格・技能から趣味・教養まで、様々なニーズに応じた約１３０講座を

開講しています。 また、通信販売部門では、人々の知的好奇心に応える書籍やCD ・ビデオ ・DVDなど

の映像・音楽ソフトを幅広く取り扱っています。 

TEL：03(5388)6111 

ユーキャンの講座、商品に関する一般（消費者など）からのお問合せ 

＜株式会社ユーキャン概要＞ 

本社所在地 ：東京都新宿区高田馬場4－2－38 

代表取締役社長 ：品川 泰一（しながわたいいち）  

設   立 ：1954年6月                 

資  本  金 ：9,000万円   

売 上 高 ：430億円 

従 業 員 数 ：600人 

■株式会社ユーキャンについて 

本リリ－スに関するお問合せ 

株式会社ユーキャン ウェブマーケティング部 倉井 
ＴＥＬ：03（3378）1801 ＦＡＸ：03（3378）1765  

ホームページ  www.u-can.co.jp 
 

＊本リリースに関して掲載される場合は、ご一報頂けると幸いです。 


