広瀬すずさんとラグビー選手 6 名が七福神に変身！？

「お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇
～12 月 28 日（土）から全国で放映開始～

2019 年 12 月 26 日
富士フイルム株式会社（社長：助野 健児）は、お正月の風物詩としてお馴染みの TVCM「お正月を写
そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇を、12 月 28 日（土）より全国にて放映いたします。
今回は、お正月のある日、広瀬すずさんの家に松島幸太朗選手ら 6 名のラグビー選手が訪問。
ラグビーのスクラムを組んだかと思うと、いきなり七福神に変身した選手達が、ラグビーボールの代わ
りにラインアウトで鯛を捕まえたり、鏡餅の上にみかんを持ってトライするなど迫力満点のパフォーマン
スを次々と披露します。最後は弁財天に扮した広瀬さんも加わり、「ラグビー七福神」が完成。チェキで
撮影した写真に七福神の音声を入れた“音チェキプリント”を商店街で配り歩くというユニークなストー
リーを通じて、“音チェキ”「instax mini LiPlay（インスタックス ミニ リプレイ）」の魅力を紹介します。

【「お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇 TVCM】
URL https://youtu.be/oYa957v5Qwc
【ラグビー七福神・音チェキ 特設サイト】
URL https://instax.jp/otocheki/
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■“音チェキ”「instax mini LiPlay（インスタックス ミニ リプレイ）」について
“音チェキ”「instax mini LiPlay」は、カメラ背面の LCD モニターを見ながら撮影し、お気に入りの写真
を選んでプリントできるハイブリッドインスタントカメラです。カメラに備えた録音機能により最大 10 秒間
の音声を録音でき、その音声を QR コード※1 化して、撮影画像と一緒にチェキプリントにできる「サウンド
機能」※2 を搭載しています。プリントされた QR コードをスマホで読み取ると、音声を再生することができ
ます。さらに、スマホで撮影した写真もチェキプリントに出力できる「ダイレクトプリント機能」※2 も搭載し、
さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

※1 ：QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※2 ：「サウンド機能」「ダイレクトプリント機能」の利用には、スマホ専用アプリ「instax mini LiPlay」のダウンロード（無料）
が必要です

■TV-CM について
「お正月を写そう 2020♪ラグビー七福神・音チェキ」篇には、当社のイメージキャラクターを務める
広瀬すずさんに加え、ラグビーの松島幸太朗選手、流大選手、レメキロマノラヴァ選手、具智元選手、ト
ンプソンルーク選手、ジェームス・ムーア選手の 6 名が登場。古来より縁起物の象徴である七福神をモ
チーフにした「ラグビー七福神（広瀬さん＝弁財天、松島選手＝大黒天、流選手＝恵比寿、レメキ選手
＝毘沙門天、具選手＝布袋、トンプソン選手＝寿老人、ジェームス選手＝福禄寿）」に変身し、年末年
始恒例の TVCM シリーズに大きな“福”を呼び込みます。七福神に変装してラグビーボールの代わりに
ラインアウトで鯛を捕まえたり、鏡餅の上にみかんを持ってトライするなど、選手たちが繰り広げるダイ
ナミックかつコミカルなプレーは必見です。さらに、「ラグビー七福神」の音チェキプリントを手に、みんな
で“福”を配りに出かけたお正月の商店街では、具選手がとあるハプニング（？）に遭遇。「ラグビー七
福神」を前に、興奮する女性から掛けられた意外な言葉とは‥‥！？

弁財天

大黒天

布袋

恵比寿

寿老人
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毘沙門天

福禄寿

【「お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇 TVCM】
URL https://youtu.be/oYa957v5Qwc

■「七福神」の音チェキプリントがもらえるキャンペーン
①『七福神の音チェキプリント』をプレゼント！
「instax mini LiPlay」をご購入いただき、キャッシュバックキャンペーンにお申込みの方もれなく全員
に、七福神の音声メッセージ入り音チェキプリントをプレゼントいたします。
②『七福神の“直筆サイン入り”音チェキプリント 7 枚セット』をプレゼント！
Instagram※3 で「音チェキ」に関する投稿をしていただいた方の中から、抽選で 7 名様に、七福神の
“直筆サイン”＆音声メッセージ入りの音チェキプリント 7 枚セットをプレゼントいたします。
＜応募期間＞2019 年 12 月 27 日（金）～2020 年 1 月 31 日（金）
＜応募方法＞特設サイト（https://instax.jp/otocheki/）をご覧ください。
※3：Instagram は、Instagram, Inc.の商標または登録商標です。

■撮影エピソード
◇選手たちの自然な反応を引き出す感情のこもったお芝居
CM の冒頭、庭でスクラムを組む選手たちに声をかけるシーンでは、監督から「年下の男の子を相手
にしているようなニュアンスで」という指示を受けた広瀬さんのお芝居に、監督も「最高ですね」とにっこ
り。お正月らしい華やかな装いの着物姿は、このカットのみということで、「あれ…もう終わりですか？」
と呟いた広瀬さん。名残惜しそうな表情で、次の衣装の着替えに向かいました。
◇広瀬 弁財天と、トンプソン 寿老人・ジェームス 福禄寿の身長差は 40cm 以上！
現場で初めて顔を合わせた際、「やっぱり皆さん、大きいですね」と目を丸くしながら、選手たちを見
上げていた広瀬さん。中でも、寿老人役のトンプソン選手と、福禄寿役のジェームス選手とは、衣装の
帽子や異様に長い頭の特殊メイクもあり、40cm 以上の身長差がありました。
◇一番人気は、笑顔と大きなお腹が印象的な布袋に扮する具選手
「ディテールが素晴らしい！」「カッコいい！」と、選手たちにも大好評だった「七福神」の衣装。最初は
慣れない撮影に緊張の面持ちを浮かべる選手もいましたが、お互いに特殊メイクのひげを触り合ったり、
小槌やうちわ、宝棒といったそれぞれの持ち物を手に取ったりして、あれこれ会話しているうちに、すっ
かり表情も自然体に。そんな中、選手たちから一番人気（？）だったのが、布袋を演じた具選手。つるり
とした坊主頭や大きなお腹、長く伸びた福耳を次々と周りに撫でられて、楽しそうに笑っている姿はまさ
に、笑顔が特長的な布袋そのものといった感じでした。
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◇普段やらないプレーにも積極的に挑戦！童心に帰ってラグビーを楽しむ選手たち
流選手がジャンパーを務めたラインアウト、松島選手、レメキ選手らも加わったスクラムなど、本来の
ポジションとは違うため、ここでしか見られないパフォーマンスがご覧いただけます。実際の試合ではな
かなか体験できないプレーに加え、キャッチするのはボールではなく「鯛」、着ているのはユニフォーム
ではなく「七福神の衣装」といったコミカルな要素も相まって、選手たちは終始楽しみながら、和気あい
あいと撮影に臨んでいました。
◇松島選手の華麗なダイビングトライに視線釘付け！
今回の撮影中、現場が最も盛り上がったのが、大きなみかんを抱えた松島選手が鏡餅の上にトライ
を決めるシーン。高い身体能力を誇る松島選手は、ファーストカットから華麗なダイブを披露し、ピタリと
目的地に会心のトライを決めてみせると、周りのスタッフから大きな拍手が沸き起こりました。ところが、
ここで監督から「あまりにも満面の笑みなので、もう少し抑えた感じでお願いします」という思わぬリクエ
ストが。笑顔が素敵すぎるというまさかの NG に、一発 OK を確信していた松島選手も照れくさそうに微
笑んでいました。
◇チームワークのお芝居は順調も、声だけの単独収録に大苦戦
味方同士の強い絆が勝利の重要な鍵を握る、ラグビー界の超一流選手が揃っただけに、全員同じタ
イミングでカメラに視線を送るシーンなど、チームワークが求められる撮影では、毎回絶妙の演技を披
露していた皆さん。時には一発 OK も出るほど、スムーズに撮影が進む中、多くの選手たちが苦労して
いたのが、セリフや掛け声などの音だけを単独で録音する「オンリー録り」です。現場がシーンと静まり
返る緊張する状況で、「じゃあ、変身！」、「松島 大黒天です」などのコミカルなセリフを言うのは相当
ハードルが高かったらしく、途中で本人が笑ってしまい、周りの選手が思わず吹き出してしまう場面もあ
りました。

【「お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇 メイキングムービー】
URL https://youtu.be/0jDx84l7aDI
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■広瀬すずさん/松島幸太朗選手/流大選手/レメキロマノラヴァ選手/具智元選手/
トンプソンルーク選手/ジェームス・ムーア選手インタビュー
――「お正月を写そう♪2020」CM 撮影の感想をお聞かせください。
【広瀬さん】：皆さん大きいなぁというのが率直な感想です。一緒に撮影できて嬉しかったですし、今まで
とまた違った空気感があって楽しい現場でした。
【松島選手】：撮影中からとても楽しくて、充実した時間だったなと思います。ああいう感じのトライはあま
りやらないので、出来上がりが楽しみです。
【流選手】：本当に貴重な体験で、すごく楽しかったです。正月はテレビにかじりつきたいと思います。
【レメキ選手】：広瀬さんがめっちゃキレイで、ご一緒できて本当に良かったです。
【具選手】：初めての CM 撮影ですごく緊張しましたが、すごく楽しかったです。
【トンプソン選手】：ちょっと恥ずかしかったけど、すごく楽しかったです。
【ジェームス選手】：楽しかったです。有名人との撮影なので、ちょっと緊張しました。
――「ラグビー七福神」の衣装は、いかがでしたか？
【広瀬さん】：私は毎年、最後までお着物で撮影していることが多いのですが、今回は弁財天の衣装の
方が長かったです。可愛いデザインだったので、ずっと気分が上がったまま、新鮮な気持ちで撮影でき
ました。
【レメキ選手】：みんなカッコ良かったですね。
【流選手】：松島選手の大黒天がすごく似合っていました。
【松島選手】：流選手の恵比寿のひげがお似合いだったので、これからも生やしたらいいんじゃないか
なと思います（笑）。
――ちなみに、布袋の具選手のお腹のところは、ご自身の素肌ですか？
【具選手】：いえ、違います。中にもう一個ありますよ（笑）。こういう衣装とかも人生であまり着る機会が
ないので、楽しかったです。
――寿老人のトンプソン選手もお似合いでした。
【トンプソン選手】：えっ、おじいちゃんってこと？（笑）。ちょっと暑かったけど、ディテールが本当に素晴
らしかったです。
――2020 年の抱負をお聞かせください。
【広瀬さん】：今年は今まで経験したことがない、いろいろな作品に出会った一年だったので、来年もま
た新しいことにたくさん挑戦してみたいです。あと、今年は初めて舞台をやらせていただいて、自分の中
でお芝居に対しての感覚とか、考え方とかがガラッと変わったので、そこで学んだことをアウトプットする
機会があったらいいなと思います。
【松島選手】：しっかりレベルアップできるよう、2020 年もどんどんチャレンジしていきたいと思います。
【流選手】：2019 年は本当に良い年になりましたが、2020 年はさらに良い年にするために、努力を怠ら
ず頑張っていきたいと思います。
【レメキ選手】：来年も怪我なく、ラグビー人生の中で一番いいパフォーマンスを出したいと思います。
【具選手】：2019 年も良い年だったんですけど、2020 年も怪我なく、2019 年よりもいいパフォーマンスが
できるように準備していきたいです。
【トンプソン選手】：2020 年はラグビーを引退する年で、セカンドキャリアが始まります。ビッグチェンジで
ちょっと心配だけど、とても楽しみにしています。
【ジェームス選手】：ラグビーがもっと上手くなって、日本のチームのためにもっと頑張るので、応援よろ
しくお願いします。
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――CM をご覧になる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
【広瀬さん】：今回の CM は私たちが七福神となって福を配る、とってもおめでたい CM になっています。
私とラグビー選手の皆さんの衣装にも注目していただきたいです。皆さんもチェキで、楽しいお正月を
お過ごしください。
【「お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇 インタビュームービー】
URL https://youtu.be/jR5aouoRyFg
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■「お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇（30 秒） ストーリーボード
♪～
お正月を写そう～
＜タイトル＞
お正月を写そう

全員

「七福神！」

広瀬さん

広瀬さん OFF NA
チェキで撮った写真に、

「お正月から
スクラムですか？」

選手たち

なんと声や音が入れられる！

「すずちゃん…」

流 選手

スマホで読み込むと再生できる！

「じゃあ、変身！」

＜タイトル＞
QR コードを
スマホで読み込むと再生できる！

携帯のスピーカー音

「七福神！」

選手たち

「おお！」

音チェキ
LiPlay
登場です！
広瀬さん（NA）

「じゃあ、福を
配りましょう！」
♪～
チェキプリントで残そう～
女性
「笑わない男でしょ？」

広瀬さん

「チェキいいですか？」

具 選手
「それ僕じゃないです。」

フジフイルム
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＜タイトル＞
音チェキ 検索
七福神プリント
プレゼント！

■プロフィール
【広瀬 すず】

1998 年 6 月 19 日生まれ／静岡県出身

【トンプソンルーク】

1981 年 4 月 16 日生まれ／196cm・110kg／ニュージーランド出身

【レメキロマノラヴァ】

1989 年 1 月 20 日生まれ／177cm・92kg／ニュージーランド出身

【流 大】

1992 年 9 月 4 日生まれ／166cm・71kg／福岡県出身

【松島 幸太朗】

1993 年 2 月 26 日生まれ／178cm・87kg／南アフリカ出身

【ジェームス・ムーア】

1993 年 6 月 11 日生まれ／195cm・102kg／オーストラリア出身

【具 智元】

1994 年 7 月 20 日生まれ／184cm・122kg／韓国出身

■CM 概要
タイトル

： 「お正月を写そう♪2020 ラグビー七福神・音チェキ」篇 （30 秒）

放映開始日

： 2019 年 12 月 28 日（土）

放送地域

： 全国

■スタッフリスト
クリエイティブディレクター

佐々木 宏（連）

企画・コピー

福里 真一（ワンスカイ）

総合プロデューサー

玖島 裕（トレードマーク）

アートディレクター

浜辺 明弘（WATCH）

プロデューサー

若生 秀人（ギークピクチュアズ）

プロダクションマネージャー

直井 莉子、寺田 衛、平井 裕太（ギークピクチュアズ）

ディレクター

平田 大輔（OND°）

撮影

秋田 浩司（TFC+）

照明

松本 英治(フリー)

美術

秋葉 悦子（Art Labo）

スタイリスト

大嶋 敦子（きものパルワ）・宇都宮 いく子（メイドレーンレビュー）

ヘアメイク

小西 神士(Band)・山崎 聡(シルフ)

特殊造形

江川 悦子・神田 文裕(メイクアップディメンションズ)

コーディネーター

渡辺 一幸(NEGO-TI)

音楽

緑川 徹(メロディーパンチ)

クッキング

宮田 清美(フリー)

キャスティング

海本 剛作・若穂囲 雅(電通ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ)
高久 明子(コパン)

オフラインエディター

明石 風太(ＳＴＵＤ)

オンラインエディター

橋本 祥文(十十)ｓ

MA ミキサー

安達 識(フリー)
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