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ローラ、ハリウッド仕込みの“アイ～ン”を逆輸入！

志村、度肝を抜かれて「ワ～オッ!!」
2016年12月26日
株式会社CHINTAI

（撮影：レスリー・キー）

株式会社CHINTAI（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：佐藤茂）は、2016年8月からキャラクターを務
めるタレントの志村けんと、新イメージキャラクターにタレント・モデルのローラが加わってパワーアップした新CM
「Hey, Simu」篇など5篇を、2017年1月4日(水)より全国で放送開始いたします。
■“アイーン”は世界共通語!?
CMは、ハリウッド映画の長期撮影のためロサンゼルスに住んでいたローラが、日本で新しい部屋を探すために、

スマホの中の頼れる相棒“Simu（志村けん）”に相談するストーリーです。“Simu”のアドバイスはやはり「ネットで
CHINTAIーン。」。日本を代表する志村けんの一発ギャグ「アイーン」が、ハリウッド女優ローラによってクール
ビューティに生まれ変わり、全世界へ向けて発信されます。
またグラフィック撮影を写真家のレスリー・キーが担当。タレントとモデルの異色コンビが「ネットでCHINTAIー
ン。」をする不思議なシチュエーションにもかかわらず、エッジの効いた近未来的なグラフィックに仕上がりました。
※ 2017年1月16日より東京・大阪で大型交通広告を実施

■放送スケジュール
CM放映開始日

： 2017年1月4日（水）より

放映エリア

： 首都圏、近畿圏他 全国25エリア

メイキング映像URL ： https://youtu.be/wKvxq2h5a4E
CMバージョン

： 「Hey,simu」篇
「Hey,simu 雑誌」篇
「Hey,simu 360度」篇 他 計5篇
【報道関係者からのお問合せ先】
株式会社エイブル＆パートナーズ 経営戦略本部 広報担当
上出(080-5928-4784) ・ 中田(080-5967-6041)
TEL：03-5770-2618 FAX：03-5770-2607 MAIL：pr@able-partners.co.jp

（CMキャプチャ）
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添付資料①
■ CMバックストーリー
ハリウッド映画の長期撮影のため、ロサンゼルスのデザイナーズ物件に住んでいるローラ。
そろそろ撮影も終わり日本にもどるので、新しい部屋を探していた。
料理が趣味のローラの必須条件は「キッチンが広くて使いやすいこと！」

さっそくスマホの中の頼れる相棒“Simu”に相談してみよっ☆ ウフフ！
■ 「 Hey, Simu 」篇 （15秒） カット
♯1

♯6

ローラ：Hey,simu.
キッチンの広いお部屋探したいのー。

♯2

ローラ：ネットで・・・

♯7

志村 ：あんだって？じゃあ、
ネットでCHINTAIーン♪

♯3

ローラ：・・・チンターイーン♪

♯8

志村 ：わ～お！

ローラ：へぇ～。

♯4

♯9

サウンドロゴ ： ネットでCHINTAI♪

志村 ：ほれほれ。ネットでCHINTAIーン♪

♯10

♯5

ローラ：OK！やってみるー！

志村 ：で、OK！
ローラ：Simu♡
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添付資料②
■ インタビュー
CHINTAIのCM出演はいかがでしたか？
志村

ローラさんとはテレビで何度か共演していましたが、CMでは初めてだったのでオファーを頂いた 時は
ワクワクしました。しかも今回は自分がCGになるなんて……。
CG用に3Dスキャンカメラを使った撮影は新鮮でしたね。不思議な体験でした。撮影したその場でCG
がモニターに出てきて。すごい技術だなとも思いました。自分のCGを見るのは不思議な感じですが、
けっこう似ているのかな？新しいCGの志村けんもおもしろく見てもらえたらうれしいです。

ローラ

オファーが来たときは「アイーンをファッション誌みたいにかっこよく、スタイリッシュにキメる」って、ど
ういうこと！？って思ったけど、全部つながったのを見て、すっごく楽しいCMになったと思う。志村さ
んのアイーンの方が、絶対おもしろいから、ちょっとでもオシャレになるように頑張ったの。「ネットで
CHNTAI～ン」をキメるところは、気合が入ったかな。

撮影中に談笑されていましたがどんなお話しをされていたのですか？
志村
ローラ
志村

ローラさんが、撮影にモカちゃん（ミニチュアダックス）を連れて来てくれたので、挨拶してました。
モカも志村さんに会えてうれしそうだった♪ワンちゃんが好きな人は、動物はちゃんとわかるからね。
ウチにもワンちゃんがいるんですけどね。40キロのゴールデンレトリバーは無理だなと思いました。

レスリー・キーさんによるグラフィック撮影はいかがでしたか？
ローラ

志村

レスリーさんに志村さんと撮ってもらうのは、すっごくおもしろかった！

レスリーさんには初めて撮影して頂きました。そもそも、自分がファッション系の写真を撮ることなん
てないので。自分としてはいつも通りアイーンのポーズでどうなるのかと思いましたが、仕上がった写
真は、すごくカッコ良くてびっくりしました。

ローラ

この写真なら、ファッションブランドの広告になってもおかしくないと思った。

CMの見どころはどんなところでしょうか？
志村

私がローラさんの「オッケー」をやって、ローラさんが「CHINTAI～ン」をやっているところですね。たぶ
ん、誰も見たことのない映像だと思いますよ。

ローラ

そうそう。志村さんの「オッケー」が、とってもキュートでおもしろいの。
私の「CHINTAI～ン」のポーズは志村さんに教えてもらったよ。

志村

あとは、いい部屋が探せますようにって念じることも大事ってね。

ローラ

今ちょうど私も新しいお部屋探してるから、しっかり念じてみた！

「CHINTAI ～ン」を撮影中に何度も、特にローラさんは54回も言いましたが愛着が生まれたのでは？
ローラ

私はそんなにたくさんやったんだ！ 志村さんのおもしろいCHINTAI～ンや、私のCHINAI～ン、どっち
もマネしてほしいし、とにかく自分らしくCHINTAI～ンって音声検索して、CHINTAIのサイトへ行って、
楽しくお部屋探ししてほしいな。

志村

そうですね。アイーンもそうですが、「ネットでCHINTAI～ン」も子どもたちがマネしてくれているよう
なので、このまま「お部屋探しはネットでCHINTAI～ン」が日本中に定着したらうれしいですね。
それに春から新生活する人も多いと思います。ぜひ、このCMを見て、CHINTAI～ンと音声検索して、
CHINTAIのサイトへアクセスしてほしいですね。

ローラ

それに私は引越しが大好きだから、これからもお部屋探しする時は「ネットでCHINTAI～ン」をするこ
とを忘れないと思う！みんなも忘れないでね！
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添付資料③
■ タレントプロフィール

志村けん
生年月日

： 1950年2月20日（66歳）

出身地

： 東京都

職業

： コメディアン

身長

： 169cm

テレビ

： 2015年10月～

舞台

『志村の時間』(CX)

2004年4月～

『天才！志村どうぶつ園』(NTV)

不定期

『志村けんのバカ殿様』(CX)

不定期

『志村けんのだいじょうぶだぁ』(CX)

： 2006年～2015年 『志村魂』(銀河劇場・明治座・中日劇場 他)
2003年7月～8月 沢田・志村の『さあ、殺せ』(シアターコクーン)

映画

： 2014年12月

『妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン！』

2012年10月

『ロラックスおじさんの秘密の種』

1999年6月

『鉄道員（ぽっぽや）』

ローラ
生年月日

： 1990年3月30日（26歳）

出身地

： 東京都

職業

： ファッションモデル、タレント、女優、歌手

身長

： 165cm

SNS

※2016年10月現在

： Twitter フォロワー：377万人（モデル部門

フォロワーランキング1位）

Instagram フォロワー：372万人（モデル部門
雑誌

フォロワーランキング2位）

： 『ViVi』、『Popteen』、『VOGUE』、『SPUR』、『numero』、
『WWD MAGAZINE』、『25ans』、『GISELe』、『VoCE』、『sweet』、
『CUTiE』、『POPTEEN』、『BLENDA』、『ar』、『MORE』他多数

テレビ

： 2016年10月～ 『めざましテレビ』(CX) 「ローラの休日～キレイになれる健康ご飯～」（毎週金曜日）

映画

： 2016年12月23日公開 『バイオハザード： ザ・ファイナル』

賞歴

： 『ベストジーニスト』（協議会選出部門、2012年）（一般選出部門、2013年・2014年）
『ネイルクイーン』（タレント部門、2012年・2013年・2014年） - ネイルクイーン殿堂入り
『The Best of Beauty 2013』（20代部門、2013年）
『日本メガネベストドレッサー賞』（サングラス部門、2013年）
『クックパッド アワード2015 ベストクッキング賞』（2015年）
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添付資料④
■ CM スタッフリスト
株式会社大広+太陽企画株式会社
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
アカウントプランナー
キャスティング
プロデューサー
プロダクションマネージャー
演出/プランナー
撮影
照明
美術
CG
ヘアメイク（志村けん）
スタイリスト（志村けん）
ヘアメイク（ローラ）
スタイリスト（ローラ）
音楽
トランペット

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

染野 智 （株式会社大広）
西田 良平、猪飼 ひとみ、谷川 僚 （株式会社大広）
岩田 英也 （株式会社大広）
平山 純 （株式会社大広）
戸口 太郎（株式会社大広）
小野崎 毅、板谷 一葵（太陽企画株式会社）
柴山 拓也、福冨 里佳子（太陽企画株式会社）
新井 健介（太陽企画株式会社）
岡林 昭宏
西ケ谷 弘樹
中村 裕
阪田 俊彦、尾崎 岳志(太陽企画株式会社)
岡田 美喜子(山田かつら)
長井 佑介
渡辺 了仁
西村 哲也
佐藤 能久（THIRTIETH）
桑野 信義(オフィスビッグバン)

：
：
：
：
：
：
：

染野 智 （株式会社大広）
岩田 英也 （株式会社大広）
江刺家 義浩、萩田 耕治(Both Inc. )
西田 良平、猪飼 ひとみ（株式会社大広）
谷川 僚（株式会社大広）
上田 伸也(Both Inc. )
レスリー・キー

■ グラフィック スタッフリスト
株式会社大広+Both Inc.
クリエイティブディレクター
アートディレクター
デザイナー
コピーライター
プランナー
プロデューサー
グラフィックカメラマン

～プロフィール～
シンガポール生まれ。東京ビジュアルアーツ専門学校を卒業後、フォトグ
ラファーとしてデビュー。アート、ファッション、ドキュメンタリー、広告、CD
ジャケットの撮影、PV映像監督などを中心に東京、PARIS、NY、アジア各
国で活動。世界中のスーパーモデルやセレブリティを撮影し続けている
世界で知られる写真家の一人。
～主な作品～
・『TIFFANY supports LOVE & HOPE by LESLIE KEE』（写真集）
・AKB48『恋するフォーチュンクッキー』のジャケット写真
・「歌劇 2010-2014 by LESLIE KEE －100th Takarazuka Revue－」（写真集）
・「SUPER」（写真とアートマガジンのシリーズ）
スタイリスト（志村けん）
ヘアメイク（志村けん）
ヘアメイク（ローラ）
スタイリスト（ローラ）
レタッチ

：
：
：
：
：

・「THE INDEPENDENTS」（ショートムービー）
【メイン衣裳】長井 佑介、【サブ】飯塚 チサト
岡田 美喜子(山田かつら)
渡辺 了仁
西村 哲也
志賀 幸広、夏井 暁 (日本コマーシャルフォトWired)

