報道関係者各位
2019 年 6 月吉日
ふるなび PR 事務局

貴乃花 光司 (第 65 代横綱)が、着物姿で豪快な書道を披露︕︕
ふるなび新 TV-CM に引退後初の単独出演
〜普段⾒られないおちゃめな姿も︕︖〜
「ふるさと納税サイト“ふるなび”」新 TV-CM『書道 ふるなひ』篇/『書道 ふるなぴ』篇
2019 年 6 月 22 日 (土) 全国オンエア開始

株式会社アイモバイル(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、以下アイモバイル)は、貴乃花 光司 (第 65
代横綱)を起用した、ふるさと納税サイト「ふるなび」の新 TV-CM『書道 ふるなひ』篇・
『書道 ふるなぴ』篇を、2019 年
6 月 22 日 (土) より全国にて放映いたします。
■新 TV-CM 特設ページ URL： https://furunavi.jp/c/cm2019
※動画はこちらから見れます。

■CM 概要
今回の新 TV-CM は、
「ふるなび」の事業理念である、
「生まれ育ったふるさとや、自分の意思で応援したい自治体に寄附
することで地域活性化を支援」と貴乃花さんの「積極的に地方創生に取り組んでいきたい」という思いが合致したことで
実現いたしました。貴乃花さんにとって、引退後初めての単独 CM 出演となります。また、本作品はふるなびの「日本を元
気に！」という思いを、貴乃花さんの豪快な書道パフォーマンスで表現いただきました。
■CM の見どころ
黒と白の単色を基調としたシンプルで上質な空間に佇む着物姿の貴乃花さんが、書道パフォーマンスを豪快に披露しま
す。
「ふるなび、ふるなび、ふるなび・・・」と唱えながら筆を動かす貴乃花さんですが、緊張のあまり、
「ふるなぴ」や
「ふるなひ」と間違えてしまい、その姿にスタッフから突っ込みが！
今まであまり見ることが出来なかった着物姿の貴乃花さんが見せる、おちゃめな表情や姿に、是非ご注目ください。

■CM ストーリーボード
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【キャスティングまでの経緯】
3 月 11 日の福島でおこなわれた「復魂祭」や六本木ヒルズで行われた「しこあそび」
を TV で拝見し、貴乃花さんの優しい人柄と日本を思う強い気持ちが、ふるなびの考え
る「日本を元気にする」という目的に通じるものを感じ、オファーをさせて頂きまし
た。
【撮影現場では皆とても楽しそうでした】
凛とした姿の中にも、とても笑顔の絶えない撮影現場でした。また、撮影も順調で
撮影スタッフの皆さんも楽しく撮影ができました。
【普段の優しい笑顔の貴乃花さん】
少しはにかんで頂くシーンでは、貴乃花さんの普段の優しい表情が撮影できまし
た。メイキングでも非常に楽しいシーンが沢山ありますので、是非ご覧になって頂き
たいです。
■「ふるなび」サービス概要
株式会社アイモバイルが運営する、ふるさと納税ポータルサイトです。
230 以上の自治体を掲載し、お米・お肉・海産物やフルーツなど、 約 3 万点の返礼品を
掲載しております。
さらに、「ふるなび」独自の返礼品や、人気返礼品を多数掲載しており、欲しい返礼
品を簡単に見つけ、ふるさと納税を行うことができます。 また、寄附者様の需要に応えた、
「ふるなび」独自サービスも展開しております。
URL： https://furunavi.jp/
■株式会社アイモバイルについて
・会社名

：株式会社アイモバイル (i-mobile Co.,Ltd.)

・代表者

：代表取締役社長 野口

・本社所在地：
・設立
・事業概要

哲也

東京都渋谷区桜丘町 22 番 14 号 N.E.S.ビル N 棟 2 階
：2007 年 8 月 17 日

：アドネットワーク事業 / 動画広告事業（maio）
アフィリエイト事業 / 代理店事業
通販事業 / ふるさと納税事業（ふるなび）
人材紹介事業 / レストラン PR 事業 / ネットキャッチャー事業

等

■出演者プロフィール
貴乃花 光司 (第 65 代横綱)
1972 年 8 月 12 日 生まれ
入門当時からその優れた素質が話題となり、前評判に違わず数々の最年少
記録を打ち立てる。18 歳で当時の横綱千代の富士を破り、21 歳で大関、
22 歳で第 65 代横綱に。生涯戦歴は、794 勝 262 敗、幕内優勝は 22 回、そ
の他、殊勲賞 4 回、敢闘賞 2 回、技能賞 3 回など第 65 代横綱として数多
くの記録を残す、平成の大横綱である。

■CM 概要
・タイトル：アイモバイル「ふるなび」新 TV-CM『書道 ふるなひ』篇 (15 秒) 、『書道 ふるなぴ』篇 (15 秒)
・撮影時期：2019 年 5 月上旬
・撮影場所：都内近郊
・放送開始日：2019 年 6 月 22 日 (土) より
・放送地域：全国放送
・出演者：貴乃花 光司
・新 TV-CM 特設ページ URL ： https://furunavi.jp/c/cm2019
※動画はこちらから見れます。
■制作スタッフ
【広告主】

株式会社アイモバイル

【企画制作会社】

connect

【CD/企画//演出/制作】 connect
【撮影】

田中 創

【照明】

野口 まさみ

【美術】

河野 博

【助監督】

新 尚樹

【書道監修】

鈴木 曉昇

【スタイリスト】
【ヘアメイク】
【ミキサー】
【編集】

天津 憂
岩崎 こず恵（TAYA）

野村 弘

小松崎 晋/緑川 和志

【カラリスト】

石原 泰隆

【音楽プロデューサー】

緑川徹

【BGM 作曲・編曲】 山下宏明
【SE】

小林 範雄

【NA】

黒川 聖菜

【キャスティング】

【SL 作曲・編曲】中島靖雄

【SL 歌唱】Nao Kawamura

関根 博道

【キャスト】 貴乃花 光司
【協力】 Megu Entertainment 株式会社
【本リリースに関するお問合せ】
株式会社アイモバイル
事業企画本部 自治体サービス事業部
TEL ： 03-6674-5604
ふるなびお問合せフォーム： https://furunavi.jp/contact.aspx

