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西日本電信電話株式会社

―新 TVCM ＮＴＴ西日本 フレッツ光 ―

竹中直人さんがバレーボールや、
バンジージャンプに命懸け！？で挑戦！
頼れる意外なスーパープレーヤーとバレーボールに挑戦！
『フレッツ光 品質 バレーボール篇』（30 秒・15 秒）
バンジーでどーんと落ちて、竹中さんがテレビ画面から飛び出す！
『フレッツ光 どーんと割 バンジージャンプ篇』（15 秒）

2014 年 12 月 6 日（土）よりオンエア開始
西日本電信電話株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：村尾 和俊、以下ＮＴＴ西日本）は、
光ファイバーインターネット接続サービス「フレッツ光」の新 TV-CM『フレッツ光 品質 バレーボール篇』
（30 秒・15 秒） ・ 『フレッツ光 どーんと割 バンジージャンプ篇』
（15 秒）を、2014 年 12 月 6 日（土）
からオンエア開始いたします。
今回の 2 つの新 CM では、フレッツ光のイメージキャラクター竹中直人さんにバレーボールやバンジー
ジャンプ演出に挑戦していただいています。バレーボール篇では、強敵の攻撃に竹中さんがボールをこ
ぼしそうになる瞬間、多種多様な能力を持つ「フレッツチーム」が神業プレイで竹中さんを助けます。
バンジージャンプ篇では、往年の名曲「ザ・ヒットパレード」にのせてどーんと落ちてきた竹中さんが
テレビ画面から飛び出す勢いで接近してくるといった演出。
竹中さんご自身も普段やらないバレーボールやバンジージャンプに挑戦し、命懸けの撮影だったと
ご感想いただく等、見どころ豊富な CM となっています。

『フレッツ光 品質 バレーボール篇』

『フレッツ光 どーんと割
バンジージャンプ篇』

＜CM に関するお問い合わせ先＞株式会社イニシャル内／担当：西田・堀井
TEL： 03-5572-6316 ／FAX： 03-5572-6065 ／E-mail：n-nishida@vectorinc.co.jp

■TV-CM・キャンペーン企画意図
『フレッツ光 品質 バレーボール篇』

「光回線はどこも同じ」と思い込んでいるユーザーに対して、
「フレッツ光のメリットは、価格だけ
ではなく安定性・サポートといった総合力である」というメッセージを、バレーボールに例えるこ
とで、印象的に伝える CM です。竹中さんがバレーボールプレイヤーとして登場。多種多様で頼れる
仲間「フレッツチーム」に助けられ、試合に勝利していきます。アクロバティックなアタック、力
強さや優雅さといった、それぞれの磨き抜かれた技で竹中さんをサポートすることで、インターネ
ットを支える総合力があるのだという印象を強く残します。
『フレッツ光 どーんと割 バンジージャンプ篇』

「フレッツ光のほうがトクかも？！」という意識を浸透させるため、往年の名曲「ザ・ヒットパレ
ード」の替え歌で幅広い世代の聴覚を刺激します。そして、視覚的には、料金が「どーんと落ちる」
ことを強いインパクトで印象付けるため、迫力あるバンジージャンプで表現します。さらにテレビ
画面から飛び出し、お茶の間の家族に直接話しかけるという映像ギミックで、比較検討を喚起しま
す。

■ＣＭストーリー
『フレッツ光

品質 バレーボール篇』
（30 秒）

対戦相手のアタック。ボールをレシーブしようと飛び込むが届かない竹中さんを頼りになる仲間「フレ
ッツチーム」がナイスレシーブで次々とサポートしていく。
滑り込みのナイスレシーブ、ムキムキのボディビルダーによるレシーブ、数名の組体操によるタワーブ
ロック、華麗なバレリーナがつなぎ、セパタクローキックによるアタックなど様々な競技アスリートの
神業サポートに助けられながらラリーが続く。
最後は、十数名のフレッツチームメンバーが組むタワーの頂上に立った竹中さんがスパイクを見事に決
めて勝利。歓喜する竹中さんとチームメイト達。
竹中さんのアップになり、
「頼りになるね！」と一言。

『フレッツ光 どーんと割 バンジージャンプ篇』（15 秒）
「ザ・ヒットパレード」のメロディに合わせて、
「トクかも～♪」
「トクかも～♪」と流れる歌と共に
バンジー台から落ちてくる竹中さん。
「どーんと割でトクかも～♪」に合わせて「そ～なの～？」と
叫びながら再び落ちてくる竹中さん。
「フレッツ光が安い～」の音楽に合わせ、お茶の間のテレビ画面から飛び出してテーブルをつかみ、
「あなたが思っているよりおトク・・かも～。」と叫びながらテーブルをひっくり返して、
竹中さんは再びテレビ画面の中へ戻っていく・・・。

■ストーリーボード
『フレッツ光 品質 バレーボール篇』（30 秒）

『フレッツ光 どーんと割 バンジージャンプ篇』（15 秒）

■撮影エピソード
◇バンジージャンプが苦手？な竹中さんがワイヤーアクションに挑戦！
以前旅番組のロケでもバンジージャンプ場まで行ってやらなかったほど、バンジージャンプがあまり
お好きでない竹中さん。今回はバンジージャンプシーンを横ワイヤーで撮影するという手法で、
ワイヤーで浮き上がる際にも冗談混じりに「怖いよ～」とおっしゃっていましたが、
撮影が始まるとあたかも実際にバンジージャンプをしているような見事なアクションで、
監督からの「怖そうに楽しく」というオーダーにも答えていただき、順調にテイクが終了しました。
◇上からはワイヤー、下からは組体操タワーによるバレーボール演出
竹中さんがフレッツチームのサポートによりアタックを打つ、というシーンの撮影では、
高台に乗りつつ、ワイヤーに吊られた状態で組体操タワーの頂上からアタックを
打つという大掛かりな演出でしたが、バンジージャンプ篇に続き長時間のワイヤー撮影にも
意欲的に取り組んでいただきました。
◇頼れるフレッツチームのスーパープレイ
今回フレッツチームとして出演しているメンバーは、現役のセパタクロープレーヤーや
バレエダンサー、ボディビルダーなど華麗なる経歴をもった各界のアスリートたち。
撮影時に見せるパフォーマンスにスタジオ内でも歓声や拍手が沸き起こっていました。

撮影シーン
■竹中直人さんメッセージコメント
◎撮影の感想・苦労した点等
とても楽しくてあっという間に終わってしまいました。敢えて苦労した点をあげるとしたら、
バレーのレシーブの撮影シーンでは、クッションがあるんですけど
飛び込んでちょっと首がポキッと鳴ってしまいました（笑）
◎CMの見所を教えてください
今回のCMはバンジージャンプや、普段やっていないバレーボールもやりましたし、
命懸けの撮影でしたね。こんなCMなかなかないと思いますよ。
全てがすごいシーンになっていますので是非ご覧ください！

■出演者プロフィール

〈竹中 直人〉
１９５６年、神奈川県出身
俳優・映画監督・ミュージシャンなど、幅広い分野で活躍。
１９９１年、初監督・主演映画『無能の人』が第48回ヴェネチア
国際映画祭国際批評家連盟賞、ブルーリボン賞主演男優賞など
数多くの賞を受賞。その後、全7作品のメガホンをとる。
また俳優としても、映画『くちづけ』
（13）、『天心』
（13）と主演作が
続くなか、ドラマ『酔いどれ小籐次』
（13/NHK-BS）、
『失恋ショコラティエ』
（14/CX）『軍師官兵衛』などの出演も多数。
映画では『日々ロック』なども公開中。

■バレーボール篇 フレッツチーム出演者 ※出演順
畑 信也（はた しんや）
現役ビーチバレーボールプレーヤー。市立洛陽高校で春高バレーボール、
インターハイなど出場。国立鹿屋体育大学卒業後、
ビーチバレーボールのプロデビュー。
現役ビーチバレーボールプレーヤーとして、数々の国内・外の試合に出場し
優秀な成績をおさめている。オリンピックを目指すかたわら、
2007 年 3 月より、モデル活動開始。2007 年・2008 年にデサント・東レの
コラボレーションによる、業界初の男性水着キャンペーンボーイ
『Mr.T-body』に決定。

寺島 武志（てらしま

たけし）

セパタクロープレーヤー。ポジションアタッカー。
2011年～2014年 タイ・プロリーグに唯一の日本人として参戦。
2002年 JOCジュニアオリンピックカップ 優勝 MVP受賞
2013年 全日本選手権優勝
2014年 第17回アジア競技大会（韓国・仁川） 銅メダル（ダブルス）

簗瀬 憲光（やなせ

のりみつ）

元キックボクサー。
現役ボディビルダー。
1997年WABBA世界大会出場、
2000年WABBA世界大会出場。
2007年NABBA Mr.ユニバース（世界大会）3位など

益子 倭（ましこ やまと）
K バレエ カンパニーファースト・アーティスト
2006 年英国 RAD ツアーに参加。英国ロイヤル・バレエ団サマースクールに参加。
08 年 K バレエ スクールに入学。英国エルムハーストスクールに留学。
10 年第 38 回ローザンヌ国際バレエコンクール
セミファイナリスト。同年東京で開催されたローザンヌ・ガラコンサートに出演。
11 年英国バーミンガムロイヤルバレエのジャパンツアーに参加。
2012 年 4 月、K バレエ カンパニーにアーティストとして入団。
主な出演作は、
『ラ・バヤデール』のブロンズ・アイドル、
『くるみ割り人形』の花のワルツのソリスト／スペイン人形、
2014 年 1 月、新春スペシャルドラマ『眠りの森』
（TBS）に柳生講介役で出演。

SHOCKERS（ショッカーズ）
男子大学生によるチアリーディングチーム。
2004年結成。現在、60名弱が所属。
男子の華麗な演技や力強く迫力のあるアクロバティックな技で観客を
魅了する。各大学の文化祭やスポーツイベントにも精力的に参加。
2014年ハワイホノルルフェスティバルへ遠征。
同年USA NATIONAL2014にて優勝し、2013年に続き連覇を成し遂げている。

■オンエア詳細
『フレッツ光 品質 バレーボール篇』 ・ 『フレッツ光 どーんと割 バンジージャンプ篇』
出演

：竹中直人

放送開始日：2014 年 12 月 6 日（土）～
放送地域 ：西日本地区（※１）72 局において順次オンエアいたします。
※西日本地区とは富山県、岐阜県、愛知県、静岡県以西の 30 府県を指します。
■制作スタッフ
広告代理店

株式会社エヌ・ティ・ティ・アド
株式会社電通 関西支社

ＣＤ

絹谷公伸・江島勝

ＰＬ・ＣＷ

谷村隆裕・永井史子・福井亜耶

プロデューサー

高野紳二、岡島淳

演出

井上靖雄

制作

二見尚孝、五十嵐英祐

撮影監督

河津太郎

ＧＡＦＦＥＲ

中野創平

美術

岩崎有緒

スタイリスト

伊島れいか

ヘアメイク

山内聖子

編集
ミキサー

（オフライン）小永組雄、 （オンライン）遠藤知洋
野村弘

