
～ さあ、進もう！ユーキャンで資格 ～ 

「２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン」 
２０１２年１月１日（日）よりスタート！ 

柴咲コウ、向井理、木村多江、武田鉄矢、木下優樹菜、畑野ひろ子、澤穂希が出演 
ＣＭ楽曲は、「いきものがかり」が書き下ろした新曲「いつだって僕らは」 
ホームページでは、ＷＥＢコンテンツ「はじめて！ユーキャン」を新たに公開 

報道各位 

２０１１年１２月２２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、２０１２年１月１日（日）より「２０
１２ユーキャン新ＣＭキャンペーン」を展開いたします。キャンペーンの軸となるのは「ＴＶＣＭ」と｢ＷＥＢコンテン
ツ」。「ブランドＣＭ」には、2011年より継続起用となる柴咲コウさん、向井理さん、木村多江さんに加え、新たに
武田鉄矢さんが登場。また、「はじめて！ユーキャン（ＷＥＢコンテンツ）」には、木下優樹菜さん、畑野ひろ子さ
ん、澤穂希さんを新たに起用いたしました。本キャンペーンを通じて、資格取得の魅力やユーキャン講座の魅
力を伝えてまいります。 
 

 また、新テーマソング（ＣＭソング）には、3人組J-POPユニット「いきものがかり」によるオリジナル楽曲「いつ
だって僕らは」を採用。目標に向かって頑張っている人、何かに挑戦している人たちへの応援歌として、本キャ
ンペーンのために書き下ろしていただきました。 

 ブランドＣＭでは、2011年に引き続き柴咲コウさん（ＯＬ役）、向井
理さん（サラリーマン役）、木村多江さん（主婦役）を起用。 「さあ、
進もう！ユーキャンで資格」をスローガンに、資格の勉強を始めた
主人公※が周囲から応援され、夢に向かって進む姿を通じて、「応
援される喜び」と「資格で輝く姿」を描きました。なお、向井さんの恩
師役として武田鉄矢さんにもご出演いただきました。 
 

  楽曲は、「いきものがかり」が担当。目標に向かって頑張ってい
る人、何かに挑戦している人たちへの応援歌「いつだって僕らは」
を今回新たに書き下ろしていただきました。前向きな歌詞とスピー
ド感あるメロディーが、ＣＭストーリーを印象深く彩ります。 
 

※柴咲コウ・・・パーソナルカラリスト、向井理・・・宅建、木村多江・・・調剤薬局事務 

 【ブランドＣＭ（ＴＶＣＭ）】 
 新テーマソングは「いきものがかり」が担当 
 2011年に引き続き、柴咲コウ、向井理、木村多江が各々のストーリーを展開！ 
 向井理の恩師役として武田鉄矢も登場！！ 

 【はじめて！ユーキャン」（ＷＥＢコンテンツ＋ＴＶＣＭ）】 
 今年は木下優樹菜、畑野ひろ子が資格取得に挑戦！ 
 澤穂希もユーキャンの調理師講座を初体験！！ 

 ユーキャンホームページでは、ＷＥＢコンテンツ「はじめて！ユーキャ
ン」を新たに公開。勉強が苦手な木下優樹菜さんが「歯科助手」に、家
事や子育て、仕事で忙しい畑野ひろ子さんが「医療事務」の資格取得
に挑戦。合格までの道のりをレポートし、ユーキャンの教材やサポート
の魅力を伝えていきます。 
 

 さらに、プロサッカー選手・澤穂希さんもユーキャンの調理師講座を
体験。その感想や、資格を目指す人へエールを伝えます。 



：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）  
：青田光章（博報堂） 

 
 
 

：丸山裕芳（博報堂） 
：八木田杏子（博報堂） 
：鎌田淳（博報堂） 
：井上真一（博報堂プロダクツ） 
 
 
 

：島崎昭光（博報堂ＤＹメディアパートナーズ） 
：田中美奈子（博報堂ＤＹメディアパートナーズ） 
：小林貴樹（博報堂） 
：山崎正樹（ｈｉｙｏｃｏｓｔｕｄｉｏ） 
：渡部直之（博報堂プロダクツ） 

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 
 
 
【ブランドＣＭ】 
 

クリエイティブディレクター 
コピーライター 
アートディレクター 
プロデューサー 
 
【はじめて！ユーキャン・ＷＥＢ/ＣＭ】 
 

クリエイティブディレクター 
プランナー 
 
アートディレクター 
プロデューサー 

■制作スタッフ 

■ＣＭデータ   

●ＯＡ開始予定：２０１２年１月１日（日）～ 
●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 

■ＣＭ作品ラインアップ  

※Ｎｏ.１.２.３.９.１０.１１.１２の詳細は、７ページ以降のストーリーボードをご覧ください。 

※オンエア・公開予定日は変更になる可能性がございます。 
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No ジャンル 出演者 タイトル オンエア・公開予定日

1 柴咲コウ 「憧れの部長」篇

2 向井理・武田鉄矢 「恩師」篇

3 木村多江 「幼稚園バス」篇 2012年1月11日～

4 柴咲コウ 「資格で輝く/ＯＬ」篇

5 向井理 「資格で輝く/会社員」篇

6 木下優樹菜 「木下優樹菜」篇

7 畑野ひろ子 「畑野ひろ子」篇

8 澤穂希 「澤穂希」篇

9 木下/畑野/澤 「宣言」篇 2012年1月1日～

10 澤穂希 「はじめてでも安心」篇 2012年1月6日～

11 木下優樹菜 「チャレンジ」篇 2012年1月7日～

12 畑野ひろ子 「スキマ時間」篇 2012年1月11日～

13 木下優樹菜 「マイペース」篇

14 澤穂希 「続けられる」篇
2012年1月20日～

はじめて！ユーキャンＣＭ

ブランドCM

2012年1月25日～

2012年1月1日～
順次公開

はじめて！ユーキャンＷＥＢ

2012年1月6日～



＜柴咲コウさん＞ 

～リアリティ溢れる演技に一堂脱帽～ 
【「憧れの部長」篇】 

2011年12月初旬に都内のカフェで撮影を行いました。カフェで勉強するOLが憧れの部長に見つかってしまうシーンで
は、微妙な感情の変化を見事に表現。監督も“さすが！”と感心するほどのリアリティ溢れるＣＭが完成しました。 
 

【「資格で輝く/ＯＬ」篇】 

2011年12月初旬に都内近郊の結婚式場で撮影を行いました。当日はパーソナルカラリスト協会の先生監修のもと、
ドレープを当ててパーソナルカラーを見たり、ウエディングドレスを実際に当てるなど専門的な所作を演じていただい
たのですが、どのシーンもスムーズにこなしていた柴咲さん。「イエローアンダートーン」「ブルーアンダートーン」など、
最初は「難しい」と言っていた専門用語もすぐに自分のものにされていました。撮影は夜遅くまで続きましたが、現場
は終始とても和やかな雰囲気に包まれていました。 

 

＜向井理さん＞ 

～武田鉄矢さんとアドリブ合戦？～ 
【「恩師」篇】 

2011年10月中旬、気持ちの良い晴れの日に実際のホーム・電車にて撮影を行いました。武田さんと初共演ということ
もあり、いつにもまして気合いが入っていた向井さん。アドリブを連発する武田さんにも、慌てることなく毅然と返すな
ど、役者同士ならではのコミュニケーションが垣間見える撮影となりました。また、電車内で教材を読んでいるシーン
では、一般のお客さんも乗っている本物の電車に乗った向井さんを外から撮影しているため、撮影は難航。隣駅との
往復を繰り返し、5回目の本番でようやくＯＫとなり、思わず向井さんも笑顔に。 
 

【「資格で輝く/会社員」篇】 

 2011年11月初旬に都内のビルにて撮影を行い、宅建の資格を取得して輝きだすサラリーマンを向井さんに演じてい
ただきました。“会社デスクでの電話対応”や“契約書の説明”などをテキパキとこなす姿は必見です。 

 

＜木村多江さん＞ 
～撮影の合間も講座テキストにくぎ付け～ 
 2011年10月下旬に都内の公園にて撮影を行いました。この日は雲が空を覆うあいにくの空模様。太陽が出るのを待
つことになったのですが、その間木村さんは、撮影に使用する調剤薬局事務のテキストを始終読まれており、資格に
興味をもたれた様子でした。また、撮影当初少し緊張ぎみだった子役の野原璃乙(のはらりお)ちゃんの手をつないで
木の実の名前を教えたりするなど、優しい木村さんのお人柄を垣間見ることが出来ました。 

 

＜木下優樹菜さん＞ 

～悩みながらも少しづつ勉強を続ける姿が印象的～ 
2011年10月下旬に都内スタジオにて、「歯科助手」講座を事前に何も準備をしていない状態で30分体験していただき
ました。最初は困惑していた木下さんでしたが、悩みながらも一歩づつ勉強を続けている姿がとても印象的でした。合
格発表までの道のりをご覧下さい。 

 

＜畑野ひろ子さん＞ 

～家事と仕事のスキマ時間で「医療事務」に挑戦～ 
資格取得に向けて、2011年10月から実際に「医療事務」の講座を受講していただいています。ご本人は合格できるか
心配でしょうがないとおっしゃっていますが、持ち前の明るい笑顔で、家事と仕事のスキマ時間を活用して、着実に勉
強を続けていらっしゃいます。モデル畑野ひろ子さんと異なる、主婦としての畑野ひろ子さんの表情もとても魅力的に
表現されていますのでご注目ください。 

 

＜澤穂希さん＞ 

～数ある講座の中から選んだのは「調理師」～ 
12月初旬、澤さんが所属するＩＮＡＣ神戸レオネッサのホームグラウンド「ホームズスタジアム神戸」にてユーキャンの
資格講座を体験いただきました。数ある講座の中から澤さんが選んだのは「調理師」。料理をするのが好きで、栄養
に関する知識も身につけたいとのことでした。撮影後のインタビューでは、座右の銘である「夢は見るものではなく叶
えるもの」を引き合いに、あきらめず続けることの大切さなど資格を目指す人たちに対してエールを送りました。 

■撮影裏話 
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■メイキングショット 

「憧れの部長」篇：左、「資格で輝く/ＯＬ」篇：中央・右 

「恩師」篇：左・中央、「資格で輝く/会社員」篇：右 

「幼稚園バス」篇 
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「チャレンジ」篇 

「スキマ時間」篇 

「宣言」篇：左、「はじめてでも安心」篇：中央、「続けられる」篇：右 
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いきものがかり 

水野良樹、吉岡聖恵、山下穂尊による泣き笑いせつなポップ3人組、いきものがかり。
ユニット名の由来は金魚に餌をあげる“いきものがかり”をしていたことによる。1999
年結成後、地元神奈川県厚木市・海老名市を中心にストリートやライブハウスなどで
精力的に活動し、2006年にデビュー。以後ヒットソングを連発し、2010年11月に発売
した初のベストアルバムは累計出荷160万枚を突破する大ヒットを記録。今年は横浜
スタジアムワンマンライブ2DAYSを成功させ、4年連続でNHK紅白歌合戦出場が決定
するなど、老若男女問わず、幅広い世代から支持をされる。  

2012 ユーキャン ＣＭソング 

「いつだって僕らは」 
2012年1月18日（水）リリース 

■楽曲提供アーティスト 



■出演者プロフィール 

◇向井理（むかい おさむ） 
生年月日：昭和57年2月7日 血液型：O型 

【映画】 
2012年 「GIRL」出演 
2011年 「Paradise Kiss」「僕たちは世界を変えることができない。」出演 
2010年 「BECK」「ハナミズキ」出演 
【ドラマ】 
2012年 KTV･CX「ハングリー!」主演 
2011年 NHK「江〜姫たちの戦国〜 」出演 
2010年 NHK「ゲゲゲの女房」 TBS「新参者」 NTV「ホタルノヒカリ 2」 
他 多数出演 

＝主な出演歴＝ 

生年月日：昭和56年8月5日 血液型：B型 

◇柴咲コウ（しばさき こう） 

主な受賞歴：日本アカデミー賞、ブルーリボン賞 

【映画】 
2012年 「47Ronin」ヒロイン 
2010年 「大奥」ヒロイン 「食堂かたつむり」主演 
2008年 「容疑者Xの献身」ヒロイン 
【ドラマ】 
2011年 CX「外交官 黒田康作」ヒロイン 
2010年 CX開局50周年記念ドラマ「わが家の歴史」主演 
他 多数出演 

＝主な出演歴＝ 

＝主な出演歴＝ 

◇木村多江（きむら たえ） 

【映画】 
2012年 「ウタヒメ 彼女たちのスモーク・オン・ザ・ウォーター」出演 
2010年 「東京島」主演 
2008年 「ぐるりのこと。」主演 
【ドラマ】 
2011年 NHK「カレ、夫、男友達」 TBS「南極大陸」出演 
      TBS「LADY〜最後の犯罪プロファイル〜」出演 
他 多数出演 

生年月日：昭和46年3月16日 血液型：A型 

主な受賞歴：日本アカデミー賞、ブルーリボン賞 

＝主な活動歴＝ 

◇武田鉄矢（たけだ てつや） 

【映画】 
2009年 「降りてゆく生き方」出演 
1993年 「プロゴルファ−織部金次郎」シリーズ（東映）出演 
【ドラマ】 
TBS 「３年B組金八先生」シリーズ ｢白夜行｣「夫婦道」「JIN-仁」出演 
NHK  ｢太平記｣「龍馬伝」「功名が辻」出演 
CX 「101回目のプロポーズ」出演 
他 多数出演 

生年月日：昭和24年4月11日 血液型：O型 
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■出演者プロフィール 

生年月日：昭和50年11月23日 血液型：O型 

◇畑野ひろ子（はたの ひろこ） 

【雑誌】 
光文社「VERY」レギュラーモデル 
【ドラマ】 
2006年～2008年 EX「警視庁捜査一課9係」Season1・2・3出演 
2008年 NTV「課長・島耕作」出演 
2006年 CX「のだめカンタービレ」出演 
他 多数出演 

＝主な出演歴＝ 

生年月日：昭和62年12月4日 血液型：A型 

＝主な出演歴＝ 

【ドラマ】 
2009年 TBS「MR.BRAIN」出演 
2008年 TBS「こちら葛飾区亀有公園前派出所」 CX「ハチワンダイバー」出演 
【バラエティ】 
NTV「レコ☆HITS!」 TBS「Goroプレゼンツ・マイフェアレディ」 
CX「みんなのウマ倶楽部」 

生年月日：昭和53年9月6日 血液型：AB型 

◇澤穂希（さわ ほまれ） 

15歳で女子サッカー日本代表としてデビューし、オリンピック3大会、ワールド
カップ5大会に出場。なでしこジャパン不動のエースとして活躍。2011年女子
ワールドカップ･ドイツ大会では、キャプテンとしてチームをけん引し、日本サッ
カー史上初のワールドカップ優勝を果たすとともに、5ゴール1アシストを記録し、
日本人初となるＷ杯得点王とＭＶＰの2冠を達成した。また、9月に開催された
ロンドン五輪アジア最終予選で、自身4度目となるオリンピック出場権を獲得。
現在プロサッカー選手として、ＩＮＡＣ神戸レオネッサに所属。 

＝主なプロフィール＝ 

◇木下優樹菜（きのした ゆきな） 
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ブランドＣＭ 「憧れの部長」篇 

～ ２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン ～ 
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ブランドＣＭ 「恩師」篇 

～ ２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン ～ 
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ブランドＣＭ 「幼稚園バス」篇 

～ ２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン ～ 
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はじめて！ユーキャンＣＭ 「宣言」篇 

～ ２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン ～ 
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はじめて！ユーキャンＣＭ 「はじめてでも安心」篇 

～ ２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン ～ 
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はじめて！ユーキャンＣＭ 「チャレンジ」篇 

～ ２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン ～ 



14 

はじめて！ユーキャンＣＭ 「スキマ時間」篇 

～ ２０１２ユーキャンＣＭキャンペーン ～ 


