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ソフトバンク株式会社は、全国の親子から絶大な支持を集める動画クリエイターの HIKAKIN さんを“スマホデビ

ューサポーター”として起用し、スマートフォン（スマホ）デビューに悩める親子をサポートするプロジェクト「#スマホ

デビューch」を 1 月 12 日（木）より実施しています。 

第二弾となる今回のテレビ CM では、“スマホデビューサポーター”の仲間として谷まりあさんが登場！ 抜群の

英語力と、時には関西弁も披露し、HIKAKIN さんをサポートします。また、実在するソフトバンクショップに人気動画

クリエイターが大集合し、YouTube 動画の撮影を実施。HIKAKIN さんは、自身の“モノマネ動画クリエイター”である

デカキンさんとタッグを組んで、お店に訪れた親子へ次々とドッキリを仕掛けます。その中には、あの有名な家族動

画クリエイター、HIMAWARI ちゃんねるの皆さんも出演しています。 

 

また、スマホデビューを検討する全ての親子のあらゆる悩みや疑問を解決できる動画コンテンツが揃った WEB

サイト「#スマホデビューch」を公開中です。基本料、機種代金、各種サービスなどのおトクな特典の情報だけでな

く、HIKAKIN さんのお悩み解決動画の他、親子のスマホデビューに関するバリエーション豊富なコンテンツを多数掲

載しています。 

CM にも出演している HIMAWARI ちゃんねるの皆さんによる 1 日スマホデビュー動画や、ギャル曽根さん・杉浦

太陽さんなど、人気のママ・パパタレントの動画も近日中に公開予定です。 

「#スマホデビューch」を告知する新テレビ CM、「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇を 2023 年 2 月 25 日

（土）から、「#スマホデビューch ダボーで安い」篇を 2 月 28 日（火）から全国で放映を開始します。 

 

親子のスマホデビューを応援するプロジェクト「#スマホデビューch」第二弾！ 

実在のソフトバンクショップに動画クリエイターが大集合し、YouTube 動画を撮影！？ 

HIKAKIN とデカキンのタッグで親子への“ドッキリ”大成功！ 

新入りスマホデビューサポーター・谷まりあは 

得意の英語で HIKAKIN をサポート！ 
  

さらに“ドッキリ”の様子がそのままテレビ CM に！？ 
新テレビ CM「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇 2 月 25 日（土）、 

「#スマホデビューch ダボーで安い」篇 2 月 28 日（火）に全国放映開始 

報道解禁日：2023 年 2 月 24 日（金）午前 0 時 

2023 年 2 月吉日 



 

 

スマホデビューを検討しているすべての親子の、あらゆる悩みや疑問を解決できる動画コンテンツが揃った WEB

サイト「#スマホデビューch」を 2023 年 1 月 12 日（木）から公開中です。 

「#スマホデビューch」では、お子さんのスマホデビューに悩む親子に向けて、HIKAKIN さんを筆頭に、人気インフ

ルエンサーによるコラボ動画を配信しています。 

【現在公開中】：「デカキン Dekakin」「はまちこちゃんねる」「TaiyoChannel 太陽チャンネル」「アバンギャルディ」他 

今後も、「HIMAWARI ちゃんねる」をはじめ、ギャル曽根さん・杉浦太陽さん・トータルテンボスの SUSHI★BOYS

など、人気のママ・パパインフルエンサーとお子さんのスマホデビュー事情に関連したコンテンツを続々公開予定で

す。なお、5～22 歳の方を対象にした月々の基本料と機種代が W（ダブル）で安い「ソフトバンクデビュー割」の詳細

や、スマホデビューにおける重要なポイントを親子でチェック出来る「スマホルールリスト」など、困った時の手助けと

なるコンテンツも一挙に揃え、親子のスマホデビューをサポートします。 

 

■親子の悩みや疑問を解決できる動画コンテンツが揃った WEB サイト「#スマホデビューch」： 

https://www.softbank.jp/mobile/special/sumaho-debut-channel/ 

 

また、“スマホデビューサポーター”の HIKAKIN さん、“ドッキリ仕掛け人”のデカキンさん、それぞれの YouTube

チャンネルでも、「#スマホデビューch」に関する動画を公開しています。HIKAKIN さん・デカキンさんがソフトバンク

のお店で仕掛ける親子へのドッキリは必見。ぜひ、出演者ご本人のＹｏｕＴｕｂｅもお楽しみください。 

 

■「HikakinTV」： 

https://www.youtube.com/@HikakinTV 

※動画は 2 月 23 日（木）午後 7 時半頃に公開 

 

■「デカキン Dekakin」：  

https://www.youtube.com/@dekakinb 

※動画は 2 月 23 日（木）午後 8 時頃に公開 

 

さらに、Twitter で「#スマホデビューの相談」を受け付けるアカウントを開設！ 親子のスマホデビューにまつわる

不安や悩みを「#スマホデビューの相談」をつけて投稿すると、ソフトバンクのスマホデビュー相談担当から返信が

届きます。身近なツールである SNS を活用して、お気軽にご相談をお寄せください。 

 

・個人が特定されてしまうような投稿はお控えください。 

・回答時間は 10 時～18 時（土日祝を含む）です。  

・投稿内容などによっては回答にお時間をいただく場合やお答えできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・DM での回答は行っていません。  

 

■「#スマホデビューの相談」：Twitter アカウント 

https://twitter.com/SB_sumahodebut 

 

 

 

親子の悩みや疑問を解決できる動画コンテンツサイト「#スマホデビューch」 概要       

https://www.softbank.jp/mobile/special/sumaho-debut-channel/
https://www.youtube.com/@HikakinTV
https://www.youtube.com/@dekakinb
https://www.youtube.com/@dekakinb
https://twitter.com/SB_sumahodebut
https://twitter.com/SB_sumahodebut


 

 

ソフトバンク株式会社は、5～22 歳の方を対象にした“ソフトバンク”の新キャンペーンとして、月々の基本料と機

種代が W（ダブル）で安い「ソフトバンクデビュー割」を提供しています。 

「スマホおトク割」※1 は、対象のスマホ全機種が 10,080 円割引となるキャンペーンで、“ソフトバンク”の回線契約

がない方も対象です。また、ソフトバンクオンラインショップ限定の新キャンペーン「U22 web 割」※2 を併せて利用す

ることで、オンラインショップで新規回線契約の場合、最大合計 31,680 円割引でスマホをご購入いただけます。 

「20GB デビュー割」は、新料金プラン「スマホデビュープラン＋（プラス）」※3 のデータ容量 20GB の「ベーシック」

が、月額基本料税抜き 980 円（税込み 1,078 円）※4 で 1 年間利用できるキャンペーンです。 

 

※1 スマホを 48 回割賦で購入することが必要です。キッズフォンは対象外です。3G 買い替えキャンペーンと併用不可。 

※2 5～22 歳のお客さまがソフトバンクオンラインショップで新規回線契約の上、新たにスマホを購入されると、機種代金を最大 21,600 円割引するキャンペー

ンです。店舗受け取りサービスは、対象外です。3G 買い替えキャンペーンと併用不可。詳細はウェブへ。 

※3「スマホデビュープラン＋」は、現在ケータイをご使用または 5～22 歳で新たにスマホデビューされるお客さまや、現在「スマホデビュープラン」にご加入中

のお客さまを対象とした料金サービスです。 

※4 「データプラン 20GB（スマホ）」「基本プラン（音声）」「1 年おトク割＋」「20GB デビュー割」を適用した金額です。割引は申し込みの翌請求月から 12 カ月間

適用されます。14 カ月目以降の月額基本料は 3,916 円（税込み）です。通話料・端末代金は別途必要です。 

 

 

月々の基本料と機種代が W（ダブル）でおトクになる「ソフトバンクデビュー割」の魅力を伝えるテレビ CM の第二

弾、「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇。ソフトバンクショップのクルーとして店頭に立つ HIKAKIN さんと谷さん

の「おトクなスマホデビューへ。Come on! Let’s go!」という掛け声に、白戸家のお父さんが「何するつもりだ！？」と

ツッコミを入れるシーンから始まります。 

舞台は実在するソフトバンクショップ。HIKAKIN さんに会えると聞いてやってきた 1 組の親子ですが、カウンター

には谷さんとデカキンさんしか見えません。憧れの HIKAKIN さんがいないことに子供たちが困惑していると、なんと

目の前のカウンターを突き破って HIKAKIN さんご本人が登場！ 子どもたちは大喜びで、ドッキリは大成功をおさ

めます。その後は外国人家族が来店。英語での接客を求められるも、谷さんが「ダボー、リーズナボー」と「ソフトバ

ンクデビュー割」の魅力を伝え、抜群の英語力で乗り切ります。 

スマホデビューして談笑する HIMAWARI ちゃんねるの皆さんのシーンとともに、『はじめてのスマホ 楽しくわか

る。「#スマホデビューch」で検索』というナレーションが入り、様子を見守っていた白戸家のお父さんが「面白そうだ

な」と一言を添え、CM を締めくくります。 

 

 

月々の基本料と機種代が W（ダブル）でおトクになる「ソフトバンクデビュー割」の魅力を伝えるテレビ CM の第二

弾、「#スマホデビューch ダボーで安い」篇。ソフトバンクショップのクルーとして店頭に立つ HIKAKIN さんと谷さん

の「おトクなスマホデビューへ。Come on! Let’s go!」という掛け声に、白戸家のお父さんが「今度はお店か！」とツッ

コミを入れるシーンから始まります。 

舞台は実在するソフトバンクショップ。HIKAKIN さんが、外国人家族に身振り手振りを交えて接客しますが、まっ

たく伝わっていない様子。見かねた谷さんが「ここは、ペラペラの私が」と接客をかわり、得意の英語でサポートする

新テレビ CM「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇の内容 

新テレビ CM「#スマホデビューch ダボーで安い」篇の内容 

「ソフトバンクデビュー割」 概要       



と思いきや・・・「ダブルでごっつ安いで！」と、可愛らしい関西弁を披露。すると、お客さまからは「めっちゃええや

ん！」と返答が！ 「ソフトバンクデビュー割」の魅力はしっかり伝わったようです。 

スマホデビューして談笑する HIMAWARI ちゃんねるの皆さんのシーンとともに、『基本料と機種代が、W で安い。

ソフトバンクデビュー割』 というナレーションが入り、様子を見守っていた白戸家のお父さんが「俺も相談！」と一言

を添え、CM を締めくくります。 

 

 

撮影現場に入り、白戸家のお父さんとの初対面に感動する谷さんとデカキンさん。谷さんは「お会いできてうれし

いです。今日は一緒に頑張りましょうね！」と記念撮影。デカキンさんは「精一杯やらせていただきます！ うれし

い。ありがとうございます！」とご挨拶。二度目の対面となる HIKAKIN さんは、「お父さん、HIKAKIN です。覚えてま

す？」と話しかけ、すっかり仲良しな様子です。 

撮影が始まり、HIKAKIN さんから谷さんに「ブンブン！」の手の動きをレクチャーすると、谷さんはすぐにマスタ

ー！ セリフの英語に問題がなかったか心配する谷さんに、HIAKAKIN さんが「大丈夫ですよ。大丈夫」と優しく声を

かけるなど、和やかな雰囲気で撮影が進みました。 

お客さま役の方と英語でコミュニケーションを取る谷さん。「難しい～！」と言いつつも、“That’s good!”と絶賛され

ていました。さらには関西弁のセリフも完璧な谷さんに、「ここ関西の店舗だったっけ？！」と思わずツッコミを入れ

る HIKAKIN さん。HIMAWARI ちゃんねるの皆さんと合流し、“スマホデビュー”を叶える場面もスムーズに完了。 

CM 撮影を終え、「CM が流れるの楽しみ！」「幸せな時間でした」と、コメントをくれた HIKAKIN さんと谷さん。最

後まで笑顔が溢れる現場となりました。 

 

 

-CM 撮影の感想を教えてください。また、CM の見どころや注目して欲しいポイントを教えてください。 

HIKAKIN さん：今回、ソフトバンクショップのクルー役ということなんですけど、谷まりあさんはめちゃめちゃ優秀なク

ルーになれそう。外国人の方の英語も聞き取れてるし、僕では務まらない（笑）！ 見どころはやっぱり、英語を頑

張ったところですかね。 

谷さん：HIKAKIN さんも発音ちゃんと頑張って、いい笑顔でした。HIKAKIN さんの“顔芸”最高でした！ 

 

-谷さんは今回白戸家のお父さんと初共演ですが、共演した感想を教えてください。HIKAKIN さんは二回目の共演

ということで、いかがでしたか？ 

谷さん：一生会えないと思っていたので、横にいてくれて、すっごい感動しました。 

HIKAKIN さん：だいぶ仲良くなれている気がします！（笑） 

 

-ソフトバンクの CM 出演おめでとうございます。今回の CM 出演を誰に一番報告したいですか？ 

谷さん：（同じソフトバンクのブランド、“ワイモバイル”の CM に出演している出川哲朗さんに）やっぱり報告したいで

すし、喜んでくれると思います。「HIKAKIN さんと一緒に、ソフトバンクの CM に出ました！」って、直接伝えたい。「い

いね～まりあちゃん」って言ってくれると思います。 

HIKAKIN さん：すごい、そんな予想までつくんですね（笑）。 

 

-今回の CM では、ソフトバンクショップのクルーになっていただきましたが、憧れの職業はありますか？ 

撮影エピソード 

出演者インタビュー 



谷さん：小さい頃スーパーのレジで並んでいて、バーコードをピッてしてくれる店員さんに憧れて。バーコードをピッ

てするおもちゃを買って、おうちでスーパーごっこしてました（笑）。 

HIKAKIN さん：僕はラーメン屋ですかね。ラーメン超大好きで！ もちろん、めちゃくちゃ大変なお仕事だと思うんで

すけど。かなり険しく、厨房で、無言で（※険しい表情で麺の湯切りをするモノマネ）。ひとつの店舗で、こだわりのラ

ーメンを作ってみたいですね。 

谷さん：やったらいいんじゃないですか？！ 食べに行きます。 

 

-今回の CM はスマホデビューを訴求する CM ですが、最近デビューしたものがあれば教えてください。 

谷さん：断捨離デビューをしました。お洋服がすごく好きなんですけど、さすがにたくさんあり過ぎると思って、家の

中を整理したんです。断捨離したら空間も出来て、新しい風が吹くじゃないですか。断捨離したら、ソフトバンクさん

の CM が決まりました。断捨離って大事だなって思いました。 

HIKAKIN さん：僕もしようかな～。僕も断捨離して、いいことが起きるかもしれない。断捨離します！ 

 

-そろそろ卒業シーズンですが、卒業したいことがあれば教えてください。 

谷さん：すごい時間計算が苦手でマイペースなので、プライベートで待ち合わせに間に合わなかったりするの

で・・・。マイペースを卒業して、5 分前行動が出来るようになりたいです！ 

HIKAKIN さん：遅れちゃダメですよ（笑）。運動不足を卒業したいですね。全然運動してないので、ウォーキングから

始めたいと思います。 

谷さん：歩いてください（笑）。 

 

-CM でも流暢な英語を披露してくださった谷さん。スマホデビューを叶えたみなさんに向けて、英語で一言お願いし

ます。HIKAKIN さんもご一緒にお願いします！ 

谷さん：HIKAKIN さん、“Repeat after me”でお願いします。Are you ready? 

HIKAKIN さん：本気でいきますよ。Yeah! I’m ready. 

谷さん：Congratulations on your new smart phone! 

HIKAKIN さん：Congratulations on your smart phone! 

谷さん：あ、“new”が抜けました！ もう一回いきますよ～。 

HIKAKIN さん：つまんないぐらい、完璧に言っちゃったと思ったんですけど。おかしいな。Congratulation on your 

new smart phone! 

谷さん：あ、すいません。“Congratulations”です（笑）。ラストね！ 

HIKAKIN さん：もうやだ（笑）！ Congratulations on your new smart phone! 

谷さん：すごい！ Good job! 

HIKAKIN さん：いらっしゃいませ～、いらっしゃいませ～！ 

 

-「モデルになって 7 年間ラーメンを食べなかった」など、ヘルシーな食生活をしている谷さん。お互いの“昨日の夕

食”をフリップに書いて、こだわりやお気に入りについてトークをお願いします。 

谷さん：私が昨日食べた夕食は、こちらです！（※イラストにて披露） 

HIKAKIN さん：ん～と、何ですかこれ（笑）！？ 

谷さん：現場で、鮭弁当をいただきました！ HIKAKIN さんはどうですか？ 

HIKAKIN さん：私が昨日食べたものは、こちらです！ 担々麺と寿司です。出前で両方ぴったり届くように、二か所

で頼んで、届いて一気に食べるんですよ。 



谷さん：お店に行くまでも、ウォーキングしてないってことですよね？ 最悪じゃないですか（笑）。ダイエットしてると

は思えないくらいのごはんですね。 

HIKAKIN さん：疲れた時は食べないと。生きがいなんです、食べるのが。止められない！ 

谷さん：炭水化物と炭水化物はどうかな～。お野菜食べなきゃ！ 

HIAKIN さん：自分で麺を茹でたんですよ。運動になってます！ 

谷さん：それは偉い！ じゃあちょっとは許せるかな（笑）。今日は何食べるんですか？ 

HIKAKIN さん：今日はケバブかな。でっかいやつ！ 

谷さん：普通サイズにしてください！ 野菜も食べてください（笑）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新テレビ CM 「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇（30 秒） 
 

HIKAKIN さん 

「おトクなスマホデビューへ」 

白戸家のお父さん 

「何するつもりだ！？」 

HIKAKIN さん 

「基本料と機種代が」 

谷さん 

「ダボー、リーズナボー！」 

NA 

「つまり、W で安い。 

ソフトバンクデビュー割！」 

谷さん 

「Come on! Let’s go!」 

HIKAKIN さん 

「HIKAKIN に会えると 

思って来たら 

デカキンドッキリ！」 

白戸家のお父さん 

「面白そうだな」 

NA 

「初めてのスマホ 

楽しくわかる。 

#スマホデビューch で検索」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新テレビ CM 「#スマホデビューch ダボーで安い」篇（30 秒） 
 

HIKAKIN さん 

「おトクなスマホデビューへ」 

谷さん 

「Come on! Let’s go!」 

白戸家のお父さん 

「今度はお店か！」 

HIKAKIN さん 

「ソフトバンクデビュー割 

イズ 基本プライス、 

アンド機種プライス、 

ダブルで安い」 

谷さん 

「No! No! No! No! 

ダボー」 

HIKAKIN さん 

「ダブル」 

谷さん 

「ダボー」 

HIKAKIN さん 

「ダボー」 

谷さん 

「Let’s go!」 

HIKAKIN さん 

「ダボーで安い」 

谷さん 

「ここはペラペラの私が」 

谷さん 

「ダブルでごっつ安いで」 

父親 

「めっちゃええやん！」 

白戸家のお父さん 

「俺も相談！」 

NA 

「基本料と機種代が W で安

い」 

NA 

「ソフトバンクデビュー割」 



 

タイトル ： ソフトバンク新テレビ CM「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇（30 秒、15 秒） 

放映開始日 ： 2023 年 2 月 25 日（土） 

放映地域 ： 全国 

YouTube「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇（30 秒）  ： https://www.youtube.com/watch?v=itmjZA7u340 

 

タイトル ： ソフトバンク新テレビ CM「#スマホデビューch ダボーで安い」篇（30 秒、15 秒） 

放映開始日 ： 2023 年 2 月 28 日（火）  

放映地域 ： 全国 

YouTube「#スマホデビューch ダボーで安い」篇（30 秒） ： https://www.youtube.com/watch?v=wpGFhljSabk 

 

YouTube「#スマホデビューch お店でドッキリ」篇・「#スマホデビューch ダボーで安い」篇（メイキング／インタビュ

ー） ： https://youtu.be/GPF0-1SyTco 

 

※各 YouTube は限定公開中。一般公開は 2 月 24 日（金）午前 0 時 

 

 

HIKAKIN 

1989 年生まれ、新潟県出身。高校生の頃に YouTube を始め、これまでに数々の海外アー

ティストともビートボックスや動画による共演を果たした。ビートボックス以外にも商品紹介

や「HikakinTV」「HikakinGames」「HIKAKIN」 「HikakinBlog」の 4 つのチャンネル運営など多

彩にこなすマルチクリエイター。 

 

谷まりあ 

1995 生まれ、東京都出身。タレント、モデル。ファッション誌「ViVi」の専属モデルとしての活

動を経て、多数の雑誌に出演。タレントとしては、日本テレビ「世界の果てまでイッテ Q！」に

て「出川ガールズ」として活動し、他番組も多数出演している。Instagram は 270 万人超えの

フォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。 

 

デカキン 

大食いや生放送、クレーンゲーム、キャンプ、カプセルトイ、美容など幅広いジャンルの動

画を投稿している 150kg のクリエイター。HIKAKIN さんのモノマネ動画クリエイターのパイオ

ニアでもあり、YouTube 生放送ではその愛くるしいイジられキャラから多くの視聴者を魅了

している。 

 

HIMAWARI ちゃんねる 

福島在住のファミリークリエイター。まーちゃん・おーちゃん・ぴろぴ・パパ・ママで仲良く寸劇

や玩具、知育菓子、おでかけ動画を更新。家族全員仲良しで見ていて思わずほっこりする

動画が魅力。オリジナル楽曲も続々公開。 

 

 

新テレビ CM概要                

出演者プロフィール          

https://www.youtube.com/watch?v=itmjZA7u340
https://www.youtube.com/watch?v=wpGFhljSabk
https://youtu.be/GPF0-1SyTco


 

【素材ダウンロード】 ※報道解禁日：2 月 24 日（金）午前 0 時 共通 PASS：sbcm2023 

画像素材：https://jector.jp/dl/deL5iBK6Jb3ocxsmEZdyxVpw 

動画素材：https://jector.jp/dl/deht2dTV1SYv3sy4uRJhuPvQ 

※動画素材のうち、CM 本編以外の映像素材に関してそのままのご使用はご遠慮ください。編集してのご使用をよろしくお願

いいたします。 

 

《ＰＲ素材の貸出について》 

本お知らせを始めとする関連資料、ＰＲ素材は、本お知らせがお手元に届いた貴媒体のみの使用とさせていただきます。他媒

体への供与および、他媒体での掲載はご遠慮ください。 

 

 
 

《本件に関する問い合わせ先》 

ソフトバンク新テレビ CM「#スマホデビューch」 PR 事務局（株式会社マテリアル内） 
TEL：03-5459-5490 E-MAIL：sb@materialpr.jp 

担当：岸本（070-7789-2805）、都築（070-7537-0732） 

 

https://jector.jp/dl/deL5iBK6Jb3ocxsmEZdyxVpw
https://jector.jp/dl/deht2dTV1SYv3sy4uRJhuPvQ
mailto:2-2bp@materialpr.jp

