
News Release 2019年8月吉日 

－ 東急リバブル株式会社 売買仲介事業ブランド新CM  － 

新キャラクターとして女優の川口春奈さんが保健室の先生役 

モデルの渡辺早織さんがイルカの飼育員役で初出演！ 

「保健室の先生」篇・「イルカ」篇 

2019年8月6日(火)より順次放映開始 

 東急リバブル株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長：太田 陽一）は、売買仲介事
業ブランド新CMとして、川口春奈さん・山口智充さんが出演する「保健室の先生」篇（15秒
/30秒）を2019年8月6日(火)より、山口智充さん・渡辺早織さんが出演する「イルカ」篇
（15秒/30秒）を2019年8月21日(水)より放送開始いたします。 
 ６年目の売買仲介事業ブランドCMシリーズで、山口智充さんが、一家のお父さん役として
快演しています。新たに、川口春奈さんを起用！謎のおまじないで生徒を優しく包み込む保
健室の先生を好演しています。 

■新CMストーリー 

●売買仲介事業ブランドCM「イルカ」篇 
とある日の夕方。ソファーの上で鼻血を出したユータが横になってニヤニヤしています。 
どうやら学校で嬉しいことがあったみたい。パパが話を聞くと… 
ケガをしたユータに、保健室の先生が優しく唱えてくれたおまじないは、 
なんとも不思議なあの言葉…。 
パパは、ちょっとあきれてツッコミを入れます。 
 

●売買仲介事業ブランドCM「イルカ」篇 
土曜日の朝。得意の雑学を次々と披露するお父さん。子どもたちも興味津々です。 
水族館のイルカショーで、お父さんが「東急リバブル」の雑学を話そうとすると、 
急にイルカたちが騒ぎだし… 
イルカの言葉を理解した様子のトレーナーのお姉さん。 
あれ？今日は、お買いもの？ではなく、ドルフィントレーナー！？彼女は、いったい何者？. 
 

■新CM概要 

●売買仲介事業ブランドCM「保健室の先生」篇 
タイトル ：保健室の先生 
広告主 ：東急リバブル株式会社 
撮影時期 ：2019年6月 
放送開始日 ：2019年8月6日(火) 
放送地域 ：関東/関西/中京/福岡/北海道/宮城 

●売買仲介事業ブランドCM「イルカ」篇 
タイトル ：イルカ 
広告主 ：東急リバブル株式会社 
撮影時期 ：2019年6月 
放送開始日 ：2019年8月21日(水) 
放送地域 ：関東/関西/中京/福岡/北海道/宮城 

「保健室の先生」篇 「イルカ」篇 
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どんな先生だよ！ 

14 

News Release 

■東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM「保健室の先生」篇（30秒）ストーリーボード 
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■東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM「イルカ」篇（30秒）ストーリーボード 
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キミたち 
オス猫は、だいた
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そうなの！？ 
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イルカは、たまに
溺れるって知って
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■出演者プロフィール              

川口春奈さん 

■制作スタッフ 

●AGENCY 
CD&PL： 松尾 卓哉 
ECD： 橘野 準 
PL： 栗塚 達也 
PL： 原 明子 
PL： 井上 尚己 
AD： 浅野 喬樹 
CP： 土田 正子 
営業部長： 牧野 人也 
営業： 矢澤 信幸 
営業： 井上 陽順 
 

2019年8月吉日 

■コメント 

今回は保健室の先生役という事で、演出も面白くあっという間に撮影が終わ
りました。きっと面白いCMになっていると思いますので是非ご覧ください。 

山口智充さん 

長崎県出身。研音所属。モデルとしてデビューした後、 
テレビドラマをはじめ、映画や舞台など女優として幅広く出演。 
  
 1995年2月10日生まれ、 
 身長166cm、血液型O型、 
 趣味：音楽鑑賞 

■プロフィール 

■コメント 

リバブル家族の撮影現場が、僕たちリバブル一家の思い出になっています。 
すごく楽しかったです！ 

１９６９年 ３月１４日 大阪府四條畷市出身。 
ぐっさんの愛称で幅広い層から親しまれバラエティ番組、ドラマ、映画、
アニメの吹き替え、ナレーション等様々なジャンルで活動中。 
音楽では作詞、作曲、プロデュース、ジャケット写真を自分で手がけたア
ルバムを４枚発表している。四條畷の小学校の校歌も作っている。 
  
 1969年3月14日生まれ 
 身長175cm、血液型O型 
 趣味：散歩/ものまね/ギター 

■プロフィール 

●STAFF 
Director： 神谷 佳成 
Cameraman：近藤 龍人 
Light： 藤井 勇 
Art： 秋葉 悦子 
St： 柚木 一樹 
St： 杉本 学子 
HM： 大和田 一美 
HM： 高取 篤史 
CRD： 嶋田 郁良 

●PRODUCTION 
P： 谷口 宏幸 
P： 榛葉 太郎 
PM： 片山 安弘 
PM： 木暮 直也 

渡辺早織さん 

東京都出身。ABP inc.所属。現在情報番組のリポータとして活躍中、今
年秋には連続ドラマ出演と映画公開が待機中。 
 
 1988年1月19日生まれ、 
 身長169cm、血液型A型、 
 趣味：旅行/世界史（教員免許） 

■プロフィール 

■コメント 

初めてイルカの調教師役に挑戦しました。可愛いイルカの動きに是非
注目ください！夏らしい素敵なCMになっていると思います。 
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東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM「保健室の先生」篇（字幕版／30秒Ver） 
https://youtu.be/iC1xN9yqFXg 
 
東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM「保健室の先生」篇（字幕版／15秒Ver） 
https://youtu.be/10murLAe8yA 
 
東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM「イルカ」篇（字幕版／30秒Ver） 
https://youtu.be/95lxWACSnVs 
 
東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM「イルカ」篇（字幕版／15秒Ver） 
https://youtu.be/Ad53CbeKGJw  

「人生の一大事（リビング）篇」
https://youtu.be/cEKdVzvqo3o 
 
「差がないと思ってない？（リビング）篇」 
https://youtu.be/EYjPw3b4HiI 
 
「差がないと思ってない？（保健室）篇」 
https://youtu.be/TL6EgiX4_eY 
 
「優しくサポート（保健室）篇」
https://youtu.be/TQev558k3AY 
 
「また利用したい（保健室）篇」
https://youtu.be/PLhEdMVZ3T0 
 
「売却査定篇」 
https://youtu.be/-s2JwTv5qnk 

「頼りになる篇」 
https://youtu.be/fa0pfhwCJGU 
 
「お客様からの評価（イルカ）篇」
https://youtu.be/knYzE5bTM1w 
 
「お客様からの評価（迷子センター）篇」
https://youtu.be/hW1qhHdTEZk 
 
「差がないと思ってない？（迷子センター）篇」
https://youtu.be/tue5v-siZoY 
 
「一生に一度（迷子センター）篇」
https://youtu.be/u3h3HEPG4_U 
 
「全国に店舗がある篇」 
https://youtu.be/cGzmlUuo-iE 

■東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM2019  新CM動画 

■東急リバブル 売買仲介事業Web限定CM 6秒動画 

■東急リバブル 売買仲介事業ブランドCM2019 メイキング動画 

「ブルちゃんを探せ！保健室＆水族館編」 
https://youtu.be/kSDP7BY7V6k 

2019年8月吉日 

【報道関係者お問い合わせ先】 東急リバブルTVCM 広報事務局（ファイズマンクリエイティブ／電通PR） 

TEL:03-3519-6551 FAX:03-3519-6555 

担当:山田（yamada@fiseman.co.jp）土田（tsuchida@fiseman.co.jp） 
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