2020 年 5 月

窪田正孝さんの“心ほどける表情”に注目！
“優しい歌声”で窪田さんが歌う CM ソングはあの名曲！

森永乳業「マウントレーニア」新 CM 『ほどいて、すすめ。』篇
5 月 14 日(木)より全国にて放映開始
窪田さんの貴重な歌唱シーンを収めた WEB 限定動画も同時公開
森永乳業は、チルドカップコーヒー飲料「マウントレーニア」の新 CM『ほどいて、すすめ。』篇を 5 月 14 日(木)より
全国にて放映を開始いたします。
今回の新 CM では、演技派で知られ、活躍中の俳優・窪田正孝さんをイメージキャラクターに起用しました。本
CM で窪田さんはチームリーダーとして働く会社員役として登場。朝から続く打ち合わせやデスク作業、後輩への指
導など、めまぐるしい１日を過ごすなか、「マウントレーニア」とともに”心をちょっとやわらげる”ひと時を過ごす様子を
描いています。仕事の合間に「マウントレーニア」を飲むことで心にゆとりが生まれ、活き活きとした時間のはじまりを
表現する、窪田さんの“心ほどける表情”に注目です。
また、新 CM 挿入歌「風をあつめて」は窪田さんご本人が歌い手となり、新 CM の伸びやかな世界観をより印象
的にしています。「頑張っているときのほどける瞬間を表現できるように、やわらかく、聴く人がほっとできればいい
な、と意識しました」と語る、窪田さんの“優しい歌声”にも注目してください。
CM 楽曲への参加が初挑戦となる窪田さんが、心を込めて歌う様子を収めたレコーディング動画も本日より公開
しています。窪田さんの歌声を聞きながら「マウントレーニア」を片手に、心ほどける時間をお楽しみください。

Mt.RAINIER-マウントレーニア TVCM「ほどいて、すすめ。」篇 15 秒・30 秒
URL： https://youtu.be/VmjC-gzT8s8

CM について
◆ CM ストーリー 『ほどいて、すすめ。』篇
本格エスプレッソ＆ミルクの味わいにより、仕事中などにひとくちずつ飲むことで、自分らしい時間のはじまりをお
届けする「マウントレーニア」シリーズ。新 CM では、コアメッセージである「ほどいて、すすめ。」というキーワードを、
窪田さん演じる、チームリーダーとして働く会社員の日常を通して、表現しています。
朝から様々な打ち合わせが続き、デスクでの作業や後輩への指導など、1 日をめまぐるしく過ごす窪田さん。ほっ
と一息つきたい、そう思ったとき、「マウントレーニア」を見つめ手に取り、席を立ちます。デスクから離れ落ち着いた
休憩スペースに向かい、一人になったところで「マウントレーニア」を飲みます。ひとくちずつ飲むごとに、少しずつ
気持ちがやわらいでいく。
「マウントレーニア」こだわりの本格エスプレッソ＆まろやかミルクが織りなす深い味わいが心をほどき、また前を向
かせてくれ、活き活きとした自分らしい時間が動き出す、そんな様子を描いています。
◆ CM 撮影エピソード
◇システムエンジニア特有のタッチタイピングに、「やばいできない！？」の声
今回、オフィスで働くシステムエンジニアを演じた窪田さん。演技指導として本物のシステムエンジニアの方にタッ
チタイピング指導をしていただきました。システムエンジニアの方のタイピングは、特徴的で素早く、初めて挑戦した
窪田さんは思わず「やばいできない！？」の声。しかし、さすが俳優の窪田さん。撮影本番までにはしっかり習得さ
れ、本物のシステムエンジニアさながらの見事なタイピングを披露してくれました。
◇リーダーシップをとるも、優しい人柄が垣間見える窪田さん
同僚を引っ張っていく立場を演じる窪田さん。芝居は基本、アドリブでセリフのやりとりをしてもらいました。指示を
出すような場面でも、どこか優しい雰囲気を持って演じる窪田さんに、カットがかかるとみんな自然と笑顔に。カット
が進むにつれ、生まれる連帯感。連続ドラマで続きが見てみたくなるような、楽しい撮影風景となりました。
◇窪田さん、WEB 限定動画でメガネ男子に
仕事に集中しているとき、ふとメガネを外し「マウントレーニア」をひとくち。そんなときめきのつまった 6 秒動画も
同時公開。撮影に使ったメガネは窪田さんの一目惚れメガネ。メガネ男子な窪田さんの姿を、ぜひご覧ください。
◆ 窪田さんより、CM についてのコメント
今回の新 CM では、仕事だったり、頑張っているときにふとほどける瞬間を描いているので、この世界観を崩さな
いように、力まないでリラックスしながら、少しでも見る人がほっとできるよう、意識して撮影に挑みました。
ぜひ「マウントレーニア」を手にとっていただき、仕事中でもほどける時間をつくって、一緒に頑張っていけたら、と
思います。忙しい毎日のなかでも、たまにつくるほっとする時間を大切に。
心を込めて歌った「風をあつめて」も、ぜひ聴いてみてください！
CM の音楽について
◆ 音楽について
挿入歌の楽曲を検討するにあたり、当初はプロの歌手へのオファーを予定していました。しかし、制作担当者が
窪田さんの癒しの歌声がＷＥＢ上で話題であるという情報をキャッチ。その歌声に聴き惚れて、「マウントレーニア」
の新 CM でもぜひ歌唱していただけないかとオファーしたことで、ご本人の歌唱が実現しました。
楽曲は、日常に寄り添った歌詞で長きにわたり多くの人に親しまれている、はっぴいえんどの「風をあつめて」を
採用。「マウントレーニア」独自のアレンジを加えて、新 CM の伸びやかな世界観を演出しています。
◆ レコーディング動画撮影エピソード
レコーディング当日、「練習はがんばりました」と少し心配げに登場した窪田さん。ところが、ワンフレーズを歌いは
じめた途端、そのやさしく味わいのある歌声に現場の空気が一辺。監督からも即 OK が出て、手ごたえ十分。
収録後、「大丈夫だった！？」という窪田さんの投げかけに、監督が「良かったです」と伝えるのですが、それでも
また「本当に大丈夫だった！？」と聞き返すチャーミングな一幕も見られました。
◆ 窪田さんより、音楽についてのコメント
仕事だったり、頑張っているときに、ふっと息をつける、ほどける瞬間ってあると思います。そこがこの CM で描か
れているので、その世界感を崩さないように、力まないで、やわらかく、見る人たちがほっとできるようになればいい
なと思って、歌わせていただきました。

出演者プロフィール
窪田 正孝（くぼた まさたか）
1988 年 8 月 6 日生まれ、神奈川県出身。B 型。
2006 年俳優デビュー。
以降、ドラマ『デスノート』、『僕たちがやりました』、映画『東京喰種 トーキョーグール』、『初恋』
など数々の作品に出演。
2020 年 4 月からは NHK 連続テレビ小説『エール』で主演を務める。
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Mt.RAINIER-マウントレーニア TVCM『ほどいて、すすめ。』篇 15 秒・30 秒
窪田 正孝
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全国
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CM ストーリーボード『ほどいて、すすめ。』篇
＜15 秒＞

（窪田さん）
心をちょっと、やわらげる。
前に進むために。

（窪田さん）
ほどいて、すすめ。

（窪田さん）
マウントレーニア

レコーディング動画
Mt.RAINIER-マウントレーニア- レコーディング動画「♪風をあつめて / 唄 窪田正孝」
URL： https://youtu.be/SAh3_d_AL20
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コミュニケーション
◆ 新 CM 公開記念 累計 1,000 本の「マウントレーニア」が当たる #ほどいてすすめキャンペーンを実施
新 CM 公開を記念して、5 月 18 日から、「Mt.RAINIER #ほどいてすすめキャンペーン」を開始します。マウント
レーニア公式 Twitter アカウント（@mtrainier_jp）をフォローし、キャンペーン投稿をリツイートしていただいた方を対
象に、マウントレーニア 4 種詰合せセットを 250 名にプレゼントします。キャンペーン投稿をリツイートいただくと、当
選結果と一緒に窪田さんが出演する WEB 限定動画が届きます。動画は毎日変わりますので、ぜひ毎日参加して
コンプリートしてください。
・応募期間：5 月 18 日（月）10：00～5 月 24 日（日）23：59
・賞品発送：6 月上旬
・参加方法：マウントレーニア公式 Twitter アカウント (@mtrainier_jp)をフォローし、キャンペーン投稿をリツイート
・プレゼント内容：マウントレーニア 4 種詰合せセット
・マウントレーニア カフェラッテ
・マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ
・マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー
・マウントレーニア カフェラッテ クリーミーラテ
・当選者通知：キャンペーン事務局からダイレクトメッセージで通知
【キャンペーンに関するお問い合わせ先】
マウントレーニア #ほどいてすすめキャンペーン事務局
・お問い合わせ方法：マウントレーニア公式 Twitter アカウント (@mtrainier_jp)をフォロー後、
ダイレクトメッセージからお問い合わせいただけます。
・開設期間：5 月 18 日（月）～6 月 19 日（金） ※平日 10:00〜17:00（土、日、祝日を除く）
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