
アドリブ満載の番外編WEB動画も特設サイトで公開！

NTTドコモの新CMシリーズ

超豪華キャストが “全員先生” に！

2020年10月23日

株式会社NTTドコモ

News Release

シリーズ第1弾「先生、5Gって知ってる？」篇
10月23日（金）から全国でオンエア開始

星野源さん×長谷川博己さん×新田真剣佑さん

×橋本環奈さん×浜辺美波さん

本シリーズでは、人と人とのつながりの在り方が見直されつつある世の中で、最初につながりが生まれ

る学校、そして先生という存在に着目。新TVCM「先生、5Gって知ってる？」篇は、新たな日常をより豊か

なものにする5G、そして5G対応のiPhone 12発売という期待感をシンクロさせて描きます。

これまでもドコモのTVCMに出演していた星野源さん、長谷川博己さん、 新田真剣佑さん、

橋本環奈さん、浜辺美波さんという、映画・ドラマの主役級の超豪華キャスト5人全員が新たに先生役を演

じ、学校の職員室を舞台に繰り広げるドキドキわくわくのストーリーにご期待ください。
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株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、星野源さん、長谷川博己さん、新田真剣佑さん、橋本環奈さん、

浜 辺 美 波 さ ん を イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー と し て 起 用 し た 新 CM シ リ ー ズ の 第 1 弾 TVCM

「先生、5Gって知ってる？」篇（15秒、30秒）を、10月23日（金）から全国でオンエアいたします。

また、番外編としてお楽しみいただけるWEB動画全5篇も、同日から特設サイトで順次公開します。

新TVCM「先生、5Gって知ってる？」篇より

個性際立つ5人の先生で盛り上がる職員室トーク
5G対応のiPhone 12、ちゃっかり持っていたのは…誰!?



タイトル 「先生、5Gって知ってる？」篇 （15秒、30秒）

出演 星野源、長谷川博己、新田真剣佑、橋本環奈、浜辺美波

放映開始日 2020年10月23日(金)

放映地域 全国

最新のiPhone 12を持っていたのは…新しいモノ嫌いの長谷川先生

舞台は星野先生、長谷川先生、新田先生、橋本先生、浜辺先生が勤務する学校の職員室。5Gについて、

橋本先生が話題を切り出すところからストーリーが始まります。

5Gについて興味津々の浜辺先生と新田先生が会話に参加する中、長谷川先生は「新しければいいって

もんじゃない」と否定し、さらに新田先生はその考えが時代遅れであると対立。一触即発のムード…と思わ

れたところに割って入ったのは、「ワクワクしちゃうけどな～」と5Gに期待を膨らませる星野先生でした。

1対4で追い込まれても「なんでも新しければいいってもんじゃない」と意見を曲げない頑固な長谷川先生

でしたが、かかってきた電話に出る姿を見て、4人の先生はびっくり！ 長谷川先生が持っていたスマート

フォンはなんと、5G対応のiPhone 12だったのです。

あぜんとする新田先生、橋本先生、浜辺先生に続き、「それ、一番新しいやつ」と皮肉交じりの笑顔で畳

みかける星野先生。長谷川先生は急に態度を変え、「ここは最新でしょう」と開き直りながら、4人の先生と

仲良く生徒の待つ教室へ向かいます。

初共演とは思えない豪華出演陣のピタリと息の合った会話に注目！

星野さん、長谷川さん、新田さん、橋本さん、浜辺さんは、これまでもドコモのCMに出演していましたが、

この5人全員が同じCMで共演するのは今回が初となります。映画やドラマでも困難と思われるキャスティ

ングを実現できたことは最大のポイントです。5Gについて職員室で盛り上がるシーンなど、初共演とは思

えないほどリズミカルで息の合った会話も見どころとなっています。

現在、多くの学生のゴールロス（本来体験するはずだった青春が失われている状況）が社会問題となっ

ていますが、本CMは、バーチャルながらも舞台を「学校」とすることで学生や世の中の気持ちに寄り添い

たいという趣旨で企画されており、撮影前にその背景を伝えたところ、キャストの皆さんにも快諾いただくこ

とができました。一体感のある演技は、5人の気持ちが一つになっていたことの表れともいえそうです。

よ～く見ると分かるかも？各先生の個性が分かる職員室の机

本CMは、実際に使われている学校を借り、建物の中に職員室のセットを作って撮影を行いました。5人

の先生による掛け合いをいかに楽しく見せられるかがポイントとなるため、各先生のキャラクター設定や

セットの作り込みには制作スタッフも強いこだわりを持っており、職員室に置かれた机は各先生ごとに、そ

れぞれの個性が出るデザインとなっています。

キャラクターの個性を完璧な演技で表現した実力派出演陣

シリーズ第1弾となる本CMは、5人の先生のキャラクターが伝わるように、少ないセリフの一つ一つにこ

だわっています。「なんでも新しければいいってもんじゃない」と長谷川先生に否定された橋本先生の表情

や、英語で毒づく新田先生、浜辺先生の“天然”な雰囲気、長谷川先生の「はい？」という返事、そして星野

先生のツッコミなど、それぞれに見どころが用意されました。出演陣はそんな意図をくみ取り、制作側が望

む絶妙なトーンの演技をカメラの前で次々と披露しました。
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ストーリー

見どころ

撮影エピソード

新TVCM概要
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ストーリーボード

新TVCM「先生、5Gって知ってる？」篇 30秒版
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橋本さん：
「先生」

「5Gって知ってる？」

浜辺さん：
「新しいやつですよね？」

新田さん：
「そう、New standard」

長谷川さん：
「なんでも新しければ
いいってもんじゃないでしょ」

新田さん：
「Mr.長谷川」

「out dated」

浜辺さん
「時代遅れ」

長谷川さん
「はい？」

浜辺さん
「あぁ、いやいやいや…」

星野さん：
「僕はワクワクしちゃうけどな
新しくて」

長谷川さん：
「いや、だから
なんでも新しければいい…」

「電話だ」

橋本さん：
「え？」

浜辺さん：
「はぁ？」

新田さん：
「それって」

長谷川さん：
「もしもしー」

星野さん：
「いや、それ一番新しいやつ」

NA：
5G iPhone 12

5G ギガホ 国内ギガ無制限

長谷川さん：
「ここは最新でしょう」



星野先生、長谷川先生、新田先生、橋本先生、浜辺先生の仲の良さ、各キャラクターの個性をさらに楽

しめる全5篇のWEB動画を、10月23日（金）から特設サイトおよびオフィシャルSNSで順次公開します。

タイトル 「先生から5G自己紹介」篇、「先生と5Gリコーダー」篇、

「先生の5Gスマイル」篇、「先生の5Gサイン」篇、「先生、TKGです」篇

出演 星野源、長谷川博己、新田真剣佑、橋本環奈、浜辺美波

特設サイトURL https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/teacher/

「先生の5Gサイン」篇「先生の5Gスマイル」篇

「先生と5Gリコーダー」篇「先生から5G自己紹介」篇

「先生、TKGです」篇
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WEB動画について

オフィシャルTwitterについて

オフィシャルTwitterでは、CM映像のほか、ここでしか見られない先生の日常や自己紹介動画、プレゼン

トキャンペーン情報などを投稿していきます。

オフィシャルTwitter 星プロ official (@p_hoshi_p)

ドニマル (@d_donimal)

コスモフ (@c_cosmof)

モンジュウロウ (@m_monjuro)



新しいクラスの担任になった星野先生、長谷川先生、新田先生、浜辺先生、そして今年度、赴任してきた

ばかりの橋本先生。それぞれに強いこだわりを持っている、個性的な5人の先生が、楽しいストーリを紡い

でいきます。

◇星野先生 担当：国語

生徒からのあだ名は、「ホッシー」。純文学から少年マンガまで、

平等にリスペクトする国語教師。マイペースな雰囲気と、少年っ

ぽさで、男子生徒たちからは兄のように慕われている。生徒と

過ごしている時間も、職員室で先生と過ごしている時間もどっち

も好き。

◇長谷川先生 担当：化学

生徒からのあだ名は、「ハセセン」。規律を重んじ、制服の乱れ

を注意する様子を、生徒たちは「ハセセンチェック」と呼ぶ。物持

ちが良く、スーツなども大事に使っている。一見して堅物のよう

にも見えるが、科学技術に目がなく、最新家電や科学雑誌に目

を輝かせる。

◇新田先生 担当：英語

時折、会話に日本語と英語が混ざってしまうが、これは帰国子

女の名残である。（ただし、あえて英語を混ぜているという噂も

ある。）プライベートでは、星野先生、長谷川先生とよく食事に

行く。長谷川先生との教育論バトルが恒例。

◇橋本先生 担当：保健室

元々は企業の産業医だったが、転職して学校へ。個性的な教

師の中でひとり、大人な雰囲気かと思いきや、校長先生や生徒

が相手でも、笑顔で本音をズバズバ。保健室には、恋愛や家族

のことなど、友達にはできない相談をしにくる生徒や（先生も！）

多い。ラグビーファン。

◇浜辺先生 担当：数学

生徒からのあだ名は、「ミナミちゃん」。いつも「ミナミ先生でしょ」

と訂正する。「正義感が強くて熱い、若手教師！」だが、おっちょ

こちょいで頑張り屋な性格と、明るい笑顔で生徒から愛されて

いる。数学が苦手だったのに「苦手な子にもわかる授業を」と数

学教師になった。
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キャラクター紹介



ECD 佐藤 由紀夫 電通 2CRP

CD/PL 佐藤 雄介 電通 5CRP

AD/PL 瀬尾 大 電通 4CRP

CW 渡邊 千佳 電通 2CRP

AD（GR） 確井 達朗 電通 3CRP

AD（SNS） 坂川 南 電通 5CRP

PRプランナー 根本 陽平 電通パブリックリレーションズ

田口 龍 電通パブリックリレーションズ

ソーシャルプランナー 藤田 啓介 藤田デジタル

BP 片山 享 電通 4BP

高原 悠樹 電通 4BP

大和 丈紘 電通 4BP

増田 勇樹 電通 4BP

林 隆康 電通 4BP

小林 庸昭 電通 4BP

高木 綾乃 電通 4BP

諸田 裕貴 電通 4BP

CP 松本 俊輔 電通クリエーティブフォース

松浦 ゆり 電通クリエーティブフォース

Pr 小澤 祐治 ギークピクチュアズ

Pｒ/PM 枝 靖隆 ギークビクチュアズ

演出 平田 大輔 OND

撮影 阿藤 正一 FRE -X

照明 東元 丈典 Whitney

美術 山口 修 KANZAN

スタイリスト 中兼 英朗 エス·フォーティーン（星野さん）

白山 春久 白山事務所（長谷川さん）

鈴江 英夫 株式会社 H （橋本さん）

櫻井 賢之 株式会社かしこ(新田さん)

瀬川 結美子 フリーランス（浜辺さん）

増井 芳江 bipost（サブキャスト）

ヘアメイク 高草木 剛 VANITES（星野さん）

宮田 靖士 THYMON（長谷川さん）

森本 淳子 GON.(橋本さん)

粕谷 ゆ一すけ アディクトケース（新田さん）

鎌田 順子 JUNO（浜辺さん）

ロケコーディネーター 佐藤 潤 フリーランス

キャスティング 大杉 陽太 HandY

池澤 響 HandY

山領 和広 HandY

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 山本 諭 XOR

MAミキサー 安達 識 フリーランス

音楽 山田 勝也 愛印

【GR】

PR 成田 雅彦 ヴァリアス・ディメンションズ

PM 永田 亘 ヴァリアス・ディメンションズ

撮影 佐々木 慎一 SIGNO

レタッチ 福井 修 フォートン

D 山口 直樹 J.C.SPARK 

藤本 綾奈 J.C.SPARK 

【SNS】

PR/演出 中村 ムニエル ギークビクチュアズ

PM 川本 貴大 ギークビクチュアズ

撮影 岡庭 璃子 日本デザインセンター
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スタッフリスト


