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Hondaは、「All-New VEZEL e:HEV （ヴェゼル イー エイチ イー ブイ） 」（以下、新型VEZEL）を2021年4月
23日（金）に発売いたします。これに伴い、新TVCM「e:HEV」篇（15秒）、「AMP UP」篇（15秒）を4月22日
（木）から全国で放映開始します。

それぞれ第一線で活躍する、異なる立場の方々が集まった総勢13人と2匹の“GOOD GROOVER”が、思うままに自由
に新型VEZELを映し出していく今回のCMでは、新型VEZELの爽快な加速感から生み出される新感覚な走行性能や、移
動体験を楽しむ“GOOD GROOVER”本人達の様子など、CMを見ている方にも新型VEZELの良さを伝えられる内容に
なっています。

また、新TVCMで楽曲を担当するのは、現在注目のミュージシャンの藤井 風さんです。今回新型VEZELのために、
CMソングとしては初となるオリジナル楽曲「きらり」を新たに書き下ろしていただきました。藤井 風さんの透き通る
爽やかな声に乗せて新型VEZELで駆け抜けるTVCM2篇を、VEZEL e:HEV キャンペーンサイト「GOOD GROOVE」や
Honda公式YouTubeチャンネルで一挙に公開します。 また、藤井 風さんの新曲「きらり」をフルコーラスで使用した
Webムービーを、5月3日（月）の楽曲リリースに先駆けてVEZEL e:HEV キャンペーンサイト「GOOD GROOVE」に
て一部公開します。（URL: http://www.honda.co.jp/VEZEL/goodgroove/ ）

新TVCM「e:HEV」篇より

井浦新さんや玉城ティナさん、布川敏和さん、
アントニーさんなど総勢13人！

Honda All-New VEZEL e:HEV 新TVCMが公開

CMソングには2021年注目のミュージシャン
藤井 風さん初のCM書き下ろし新曲「きらり」を起用！

「e:HEV」篇（15秒）、「AMP UP」篇（15秒）を
2021年4月22日（木）から全国で放映開始



All-New VEZEL e:HEV 新TVCMについて

今回フルモデルチェンジした新型VEZELは、新たに2モーターハイブリッドシステム、e:HEV（イー エイチ
イー ブイ）を搭載しており、VEZELのコンセプトであるSUVの力強さ、クーペのあでやかさ、ミニバン並みの
使い勝手などを継承しつつも、気軽で楽しい移動体験を提供する“ネクストスタンダード”を目指し、「世界に、
あたらしい気分を。」もたらすクルマとして生まれ変わりました。

新TVCMのコンセプトは、ティザームービーのコンセプトでもある「Co-Creation」を継続し、今回も新型
VEZELの魅力を伝えるアンバサダーとして、さまざまな国籍や年齢、バックボーンを持つ、各界の第一線で活
躍する方々で結成された“GOOD GROOVER”に集まっていただき、スマートフォンや多種多様なカメラで撮影
していただいたムービーで構成されています。今回は、新型VEZELの爽快な加速感から生み出される新感覚な
走行性能や、移動体験を楽しむ“GOOD GROOVER”たちなど、CMを見ている方にも新型VEZELの良さを伝え
たい、そういった思いが込められております。

そんな新型VEZELに新たな魅力を加えるのが藤井 風さんの書き下ろし新曲「きらり」です。藤井 風さんの
心地良いメロディーと、まるで春の日差しのような柔らかいや優しい声が、 新型VEZELの爽快で楽しい走りに
フィットし、e:HEVのコアメッセージ「世界に、あたらしい気分を。」を鮮やかに表現しています。

楽曲について

今回の新型VEZELのフルモデルチェンジに合わせて、藤井 風さんにはCM用に新譜を書き下ろしていただき
ました。今回、CMタイアップ曲は初の書き下ろしで、楽曲は5月3日（月）リリース予定です。

アーティスト： 藤井 風
タイトル ： きらり
発売日 ： 5月3日（月）
レーベル ： HEHN RECORDS / UNIVERSAL SIGMA

藤井 風さんプロフィール

藤井 風さんのオリジナル新曲「きらり」のフルコーラス使用のWebムービーを
5月3日（月）の楽曲リリースに先駆けて一部先行公開

今回の新TVCMのオンエアに合わせて、藤井 風さんの書き下ろし新曲「きらり」のフルコーラス使用のweb
ムービーの一部をVEZEL e:HEV キャンペーンサイト「GOOD GROOVE」で公開します。5月3日（月）の楽
曲リリースまで、藤井 風さんの「きらり」を聞けるのは、このwebムービーのみ！楽曲リリースまでの間、藤
井 風さんの爽やかな歌声を、GOOD GROOVERのムービーと併せてお楽しみください。

1997年6月14日生まれ、岡山県出身。
幼少期より父の影響でクラシックピアノを始め、中学生になってからは
YouTubeにカバー動画を上げ続け、 確かな技術と聴き手を選ばない秀逸なピ
アノアレンジが各方面で話題に。
2019年、活動の拠点を岡山から東京へ移し、本格的にミュージシャンとして
音楽活動を開始した。
2019年11月に行われたLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)でのワンマンライ
ブでは、オリジナル音源リリース前にもかかわらずチケットは即日完売。
配信限定シングル『何なんw』『もうええわ』がリリースされると、アーバン
なサウンドに乗った岡山弁の歌詞(一人称が「ワシ」)が世間の度肝を抜き、 サ
ブスク上位へランクインされた。
2020年5月、『HELP EVER HURT NEVER』(-常に助け、決して傷つけない-)
というコアメッセージを掲げたデビューアルバムをHEHN 
RECORDS/UNIVERSAL SIGMAよりリリース！リリースから5カ月、10月29
日に自身初となる日本武道館ワンマンライブを開催し大成功のうちに終えた。
2021年3月、1st Album『HELP EVER HURT NEVER』が、第13回CDショッ
プ大賞2021大賞「青」を受賞した。

URL: http://www.honda.co.jp/VEZEL/goodgroove/

http://www.honda.co.jp/VEZEL/goodgroove/


撮影エピソード

■とにかく“VEZEL愛”の熱量がすごい！布川敏和さん
車好きで、ご自身も先代VEZELに6年間乗り続けている“VEZEL愛”に
あふれる布川さん。撮影現場でもテンションが高く、他のGOOD
GROOVERやスタッフに新型VEZELの魅力を熱弁！新型VEZELの購入
をいち早く宣言していました。撮影の合間も、ご自身のカメラで何度
も車体を撮影し、運転中も本当に楽しそうな様子が印象的でした。

■スタッフも思わずため息。運転姿がかっこいい井浦新さん
俳優として活躍中の井浦新さんは、「走りがとにかく楽しいクルマ」
と今回の新型VEZELを絶賛。夕暮れ時での撮影では、夕日をバックに
新型VEZELを運転する姿があまりにも絵になり過ぎ、他のGOOD
GROOVERや撮影スタッフからも思わず「かっこいい…」とため息が
漏れるほどでした。

■プロの助手席担当！？玉城ティナさんもスムーズな走りにノリノリ
“助手席担当”とおっしゃる玉城ティナさんも、新型VEZELの爽快な走
りに「乗り心地最高！」と感激。井浦新さんの運転する助手席で、全
開の窓から吹き抜ける心地の良い風にうっとりされていました。また
撮影では、普段トップモデルとして撮られることの多い経験を生かし、
撮影アングルを工夫されるなど積極的に参加されていました。

■持ち前のキャラクターで大活躍！ロイさんが現場を和やかに
明るく元気なキャラクターで人気のモデルのロイさんは、撮影現場で
も楽しいトークで現場を盛り上げ大活躍。終始笑いの絶えない和やか
な撮影現場となりました。まだ免許を持っていないロイさんですが、
新型VEZELのすべてにほれたのか、「もう、絶対免許取るぅっ！」と
宣言！初めての愛車は新型VEZELを検討していただけているようです。

ここでしか見られない！撮影現場でGOOD GROOVERの
撮影した画像・動画、貴重なオフショット画像・動画は、
Instagram公式アカウントや特設サイトで
ご覧いただけます。

■ 「GOOD GROOVE」公式 インスタグラムアカウント
（＠goodgroove_vezel)
https://www.instagram.com/goodgroove_vezel/

■ VEZEL e:HEV キャンペーンサイト「GOOD GROOVE」
https://www.honda.co.jp/VEZEL/goodgroove/

https://www.instagram.com/goodgroove_vezel/
https://www.honda.co.jp/VEZEL/goodgroove/


All-New VEZEL e:HEV TVCM 「 e:HEV 」篇（15秒）

さっそうと走る新型VEZELをフロント、サイド、ルーフ、そしてバックと映し出していきます。車内には、井浦
新さん、Licaxxxさん、布川敏和さんが満面の笑顔で、新型VEZELの軽やかな走りを楽しむ姿が。新型VEZELの
モーター音とともに、スピードメーター、フロントを映し出した後、車内からる鹿さんが投げキッスを送るなど、
新型VEZELに乗った楽しさを爽やかに切り取っています。

「世界に、あたらしい気分を。」All-New VEZEL e:HEV、ついに登場です。

URL : https://youtu.be/fkzCd_AnMus

https://youtu.be/fkzCd_AnMus


All-New VEZEL e:HEV TVCM 「AMP UP 」篇（15秒）

車内で楽しそうにドライブを楽しむGOOD GROOVER。みんなで藤井 風さんの「きらり」を口ずさみながら新
型VEZELの快適な走りを楽しんでいます。車内ではしゃぐロイさん、心地良い風を満喫するる鹿さん、そして、
自然と口ずさむエバンズ・マラカイさんと、姉弟ならではの息ピッタリで歌うよしあきさんミチさん。みんなそ
れぞれにドライブを楽しんでいる様子を鮮やかに表現しました。

「世界に、あたらしい気分を。」All-New VEZEL e:HEV、ついに登場です。

URL : https://youtu.be/k7NB8_A1zBs

https://youtu.be/k7NB8_A1zBs


All-New VEZEL e:HEV WEB限定CM 「 GOOD GROOVE 」篇（30秒）

フロント、サイド、そしてバックと新型VEZELの特徴的なカットから、車内でのドライブシーンまで、新型
VEZELとGOOD GROOVERの魅力が詰まったムービーに、藤井 風さんの爽やかな歌声が加わることで、新型
VEZELの魅力を鮮やかに彩ります。

URL : https://youtu.be/tzX769ZJV9A

https://youtu.be/tzX769ZJV9A


スタッフリスト

ECD 佐藤義浩 電通

GCD 杉谷有二 電通

CD 秋永寛 電通

CW 大貫冬樹 電通

AD 玉置太一 電通

PL 礒部建多 PARTY

Ag/CP 柿沼秀宣 電通クリエーティブフォース

長谷川豊 電通クリエーティブフォース

PR 草野健一 電通パブリックリレーションズ

Pr 藤岡将史 Dentsu Craft Tokyo

加藤純 Dentsu Craft Tokyo

市来優太 Dentsu Craft Tokyo

峯尾心 Dentsu Craft Tokyo

PM 北本 航 Dentsu Craft Tokyo

大本遼平 Dentsu Craft Tokyo

鈴木優哉 Dentsu Craft Tokyo

横岡武志

Dir 林響太朗 DRAWING AND MANUAL

Ass-Dir 山口祐果 DRAWING AND MANUAL

Ca／Photo GOOD GROOVER+林響太朗+阪野貴也

照明 田上直人

ドローン撮影 横山一隆 トーフナ映像

Sty 山本マナ snow

HM 古久保英人 Otie

坂本怜加 アルール

D 菅原良太 sora.inc

ED 柿原未奈 OfflineEditor

緒方佐覇良 OnlinEditor/デジタル・ガーデン

MA 浅田将助 1991

NA 井浦新/玉城ティナ

CAS 北川伸吾 HandY

大杉陽太 HandY

池澤響 HandY

草野健一 電通パブリックリレーションズ

出演 井浦新/玉城ティナ/よしあき/ミチ/あさぎーにょ/アントニー/

モーリー・ロバートソン/布川敏和/る鹿/Licaxxx/クララ・ブラン/

エバンズ・マラカイ/ロイ/たまねぎ(RIKU、GAKU)

楽曲 きらり

アーティスト 藤井 風


