2015 年 1 月 19 日

求人情報サービス「an」 新 TV-CM

きゃりーぱみゅぱみゅさんと村上信五さんが
5 種類のアルバイトコスチュームに変身！！
二人と一緒にアンドーくんも元気にジャンプ！
「anコール きゃりー篇 」「anコール 村 上 篇 」
1 月 19 日 （月 ）から全 国 オンエア開 始
総合人材サービスの株式会社インテリジェンス（本社：東京都千代田区、代表取締役兼社長執行役員：高橋広敏）
が運営する求人情報サービス「an」は、イメージキャラクターのきゃりーぱみゅぱみゅさんと村上信五さんを起用した
新 TV-CM「an コール きゃりー篇」及び「an コール 村上篇」（15 秒）を、1 月 19 日（月）から全国でオンエア開始しま
す。

■ TV-CM について
「an an a an an♪ ぱみゅぱみゅ♪」の CM ソングでお馴染み、きゃりーぱみゅぱみゅさんが出演する求人情報サ
ービス「an」の CM シリーズは、2012 年 1 月の放送開始以来、メインターゲットである若い世代を中心に、大変多くの
方々からご好評をいただいています。今回の新 CM では、きゃりーさんに加え、新たに村上信五さんを迎えました。
「an コール きゃりー篇」ではきゃりーさんが、「an コール 村上篇」では村上さんが、普段とは違うアルバイトのコス
チュームに変身。二人が変身するバイトコスチュームは、コンビニ、居酒屋、ファーストフード、塾講師、建設現場の
全 5 種類。アニメのようにカラフルでポップな世界観で統一された CM の中で、きゃりーさんと村上さんは、an の公式
キャラクターであるアンドーくんと一緒に、好きなバイトを探せる、選べる楽しさを、元気いっぱい、全身で表現してい
ます。

CM 動画 ： http://weban.jp/contents/c/ancm/
■ ＣＭみどころ
◇２人が５種類のバイトコスチュームに変身
きゃりーさんはドット柄、村上さんはチェックで合わせたシャツがキュートなファーストフード店員、カラフルな作務衣
の居酒屋店員をはじめとした、カラフルで元気な制服に身を包み、リズムに乗せてぴょんぴょんと“5 変化”に挑みま
す。「CM での衣装はたくさんのバリエーションを着させてもらって凄く嬉しいです。普段ライブ衣装などでド派手なの
が多くて、an の CM ではバイトにちなんだ衣装が着られて楽しいです！」と、“ファッショニスタ”のきゃりーさんも様々
な職業の可愛らしい衣装に目を輝かせていました。一方、村上さんも、スマートで知的なカッコいい教師姿から、大
阪魂を感じさせるたこ焼きを手にした居酒屋姿まで、幅広い着こなしを披露。各衣裳のキャラクターを見事に演じ切
っていました。
◇２人の掛け声が聞けるＣＭソング
今回は、2 人がお馴染みの CM ソングで掛け声を披露します。「この曲は、ずっと CM で使って頂いていて、みんな知
ってる、ライブでも振り付けをみんなで一緒に踊る定番の曲になってます。ワンマンライブでもフェスなどのイベント
でも、お客さん全員が両手を上げてくれて、大好きな曲です！」と特別な想い入れを明かしたきゃりーさん。本 CM で
は村上さん、アンドーくんも参加した新バージョンがお披露目されます。

本件に関するお問合せ先
http://www.inte.co.jp/contact/pr/

■ 撮影エピソード
◇トランポリンを使って何度もジャンプ

きゃりーさんの体力に感嘆の声

撮影では、衣装変えを行いながら、トランポリンを使って何度もジャンプに挑戦。長時間の体力を要する撮影となり
ましたが、きゃりーさんは「今回は、なんといってもトランポリンの撮影で、ずーっとジャンプし続けました。トランポリ
ンは、得意だったのでうまく飛べたのですが、ずっとトランポリンにのっていたら、降りてから変な感じになっちゃって、
地上でジャンプ出来なくなっちゃいました」と苦労した様子。それでも現場では終始笑顔をたやさず、全力で軽快な
ジャンプを披露してくれたので、スタッフから「きゃりーさんの体力はすごい」と驚きの声が上がっていました。

◇撮影中も舞台裏でも村上さんが大活躍！
持ち前の明るいキャラクターで撮影中もスタッフにツッコミを入れたり、饒舌トークを繰り広げて場を盛り上げたりと、
TV と変わらないイメージで大活躍の村上さん。撮影中は、トランポリンを飛びつつ、空中で見事にポーズと笑顔を
決めるなどダンスや舞台で鍛えた高い身体能力を披露してくれました。また、難しいポーズにも自ら果敢にチャレン
ジしたり、モニタを真剣な眼差しでチェックし、次のテイクにトライするなど、良い CM を作り上げたい、という熱い気
持ちがヒシヒシと伝わってくる撮影になりました。舞台裏でもサービス精神旺盛な姿にスタッフから絶賛の声が上が
るほどで、村上さんを中心に笑いが絶えない和やかなムードで撮影が進んでいきました。

■「an コール きゃりー篇」（15 秒）ストーリーボード
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■ プロフィール
きゃりーぱみゅぱみゅ ＜KYARY PAMYU PAMYU＞
1993 年東京生まれ。2011 年 8 月にワーナーミュージック・ジャパンから中田ヤスタカ（CAPSULE）プロデュースによ
るミニアルバム「もしもし原宿」でメジャーデビュー。これまで 3 枚のフルアルバムを発表。2014 年は 2 度のワールド
ツアーを実施、自身最大規模の 9 万人を動員したアリーナツアーを成功させるなど、国内外に限定されない活動を
続けている。アーティスト活動とファッション面での活動を掛けあわせた{『HARAJUKU』のアイコンとしての存在、今、
全世界から注目を集める。

村上信五 ＜Shingo Murakami＞
1982 年 1 月 26 日生まれ、大阪府出身。ジャニーズジュニアの活動を経て、04 年に『浪花いろは節』で CD デビュー。
グループでの活動以外にも情報バラエティ『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の木曜レギュラー、『月曜から夜ふか
し』（日本テレビ系）ではマツコ・デラックスと共に MC を務める。芸人に負けない秀でたトーク力を活かし、バラエティ
番組でも大活躍。また、大ヒットを記録した映画『エイトレンジャー2』DVD、ブルーレイが現在好評レンタ
ル中、セルは 1 月 21 日に発売。さらに、2009 年よりスタートし、自身が作・演出も手掛ける一人舞台『If or…』シリ
ーズ待望の第 7 弾が、2 月 8 日～16 日大阪サンケイホールブリーゼ、2 月 20 日～3 月 8 日東京グローブ座で公開。
毎年新しい演目にチャレンジし、さまざまな人物を披露し続けている舞台だけに、7 年目を迎える今回もどんなエン
ターテインメントを披露するのか注目される。

■ CM概要
タイトル
： 「anコール きゃりー篇」「anコール 村上篇」 （15秒）
出演

： きゃりーぱみゅぱみゅ
村上信五
放映開始日 ： 2015年1月19日（月）
放送地域 ：首都圏、関西、東海、福岡、札幌、仙台、広島

■ 制作スタッフ
CreativeDirector

螢光TOKYO

前田康二

Copywriter

電通

荒木俊哉

Planner

電通

橋本卓郎

Planner

電通

岸田麻里

ArtDirector

DESIGN BOY

折重慎

Designer

DESIGN BOY

松原沙希

Charactor （CD）

電通

山本達也

Charactor （AD）

電通

島森奈津子

Charactor （CW）

電通

久保田絵美

AccountManagement

電通

御園生泰明

AccountManagement

MINI-MAX

AccountManagement

電通

小早啓佑

AccountManagement

電通

三好一央

佐野壮文

プロデューサー

東北新社

プロダクションマネージャー

東北新社 春原竜也

ディレクター

vivision 児玉裕一

カメラマン

GlassLoft

照明

NEWS

美術

トライトライ

スタイリスト

IUGO

古本衛

飯嶋久美子
奥平正芳

ヘアメイク（村上さん）

山﨑陽子

CG（キャラクター：アンドーくん）

半沢健

加藤正夫

ヘアメイク（きゃりーさん） CUBE
Free

上家浩司

カナバン・グラフィックス

CG（背景）

JITTO 西沢竜太

オフラインエディター

vivision 児玉裕一

本編集エディター

JITTO 坂巻亜樹夫

ミキサー

フリーランス

スチールカメラマン

SIGNO ニッキーケラー

美術

トライトライ

南敬介

綾城重理人

古本衛

「an」について <http://weban.jp/>
「an」は、1967 年、「日刊アルバイトニュース」として創刊された求人媒体で、以降 40 年以上にわたり、主に若年
アルバイト層の支持を受け、全国でアルバイトを中心とした求人情報提供を行ってきました。現在は、PC・モバイ
ル・スマートフォンの Web サイト、有料求人誌、フリーペーパーのメディアミックスによる情報提供サービスを展開。
より多くの人と組織の最適なマッチングを目指してまいります。
媒体ラインナップ
■PC・モバイル・スマートフォンサイト
総合サイト「an」 <http://weban.jp/>
各地域の求人情報に特化した 「an エリア」 <http://area-baito.weban.jp/>
正社員、未経験歓迎の求人情報 「an レギュラー」 <http://regular-shigoto.weban.jp/>
■有料求人誌 「an」 毎週月曜日発行／福岡広域版／100 円
■フリーペーパー 「an」 毎週月曜日発行／全国14版(北海道版、首都圏4版、東海3版、関西5版、福岡首都圏＆周辺版)／
無料

