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 イトーヨーカドーはイトーヨーカドーはイトーヨーカドーはイトーヨーカドーは、、、、「「「「家族家族家族家族のののの絆絆絆絆」」」」ををををテーマテーマテーマテーマとするとするとするとする企画企画企画企画をををを展開展開展開展開しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。 

“家家家家 ”回帰志向回帰志向回帰志向回帰志向がががが高高高高まっているまっているまっているまっている昨今昨今昨今昨今、「、「、「、「家族家族家族家族のののの絆絆絆絆」」」」をををを見見見見つめつめつめつめ直直直直すすすす人人人人々々々々のののの思思思思いをいをいをいを形形形形にするべくにするべくにするべくにするべく、、、、 

新新新新しくしくしくしく、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、そしてそしてそしてそして強強強強いいいい「「「「家族家族家族家族のののの絆絆絆絆」」」」をををを提案提案提案提案するするするする CM をををを展開展開展開展開していしていしていしていますますますます。。。。 

    またまたまたまた、、、、今後今後今後今後もももも四季折四季折四季折四季折々々々々のののの催事催事催事催事でででで「「「「家族家族家族家族のイベントののイベントののイベントののイベントの新新新新しいしいしいしい楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方」」」」をををを提案提案提案提案していくしていくしていくしていく予定予定予定予定ですですですです。。。。 

 

 イトーヨーカドーの『家族企画』シリーズの最新作、「こどもの日」の新 T V- C M、 

『家族企画 こどもの日篇』のオンエアを 2013 年 4 月 24 日（水）から全国で開始いたします。今回も、

『家族企画』シリーズでは関根一家としておなじみの関根勤さん、芦田愛菜ちゃん、重本ことりさん

（Dream5）、前島亜美さん（SUPER☆GiRLS）、太田美恵さんが登場します。                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関根一家に新たな一員？驚く関根パパに注目 

イトーヨーカドー新 TVCM『家族企画 こどもの日篇』 

4 月 24 日（水）から全国オンエア開始 

 

【関根一家家系図】 『家族企画 こどもの日篇』 
CM カットより 



■「家族企画」について 

人と人とのつながりが今まで以上に大切なものとして見つめ直されている中、イトーヨーカドーは 

「家族の絆」をテーマとする新しい企画を展開しております。 

企画の真ん中にいるのはもちろん「家族」。いつも人々の身近にあり、家事で忙しいお母さんや働く

お父さんの大変さがわかるイトーヨーカドーだからこそ、家族での食卓や子供の学校行事、 

季節に応じた年間行事を通じ、「家族の絆」を深め、家族を盛り上げる提案をしていくことに意義があ

ると考えています。 

 イトーヨーカドーの「家族企画」に関根一家としてご登場いただいたのは、父親役の関根勤さん、 

末娘役の芦田愛菜ちゃん、長女役の重本ことりさん（D r e a m 5）、次女役の前島亜美さん

（SUPER☆GiRLS）、母親役の太田美恵さん。この 5 名は皆、これまでにもイトーヨーカドーの CM に

出演する、皆さまにもおなじみのメンバーとなりますが、日本中の家族から愛される一家を目指します。 

 

 

■関根家プロフィール 

関根パパ 

 家族をこよなく愛する、明るいパパ。普段はイトーヨーカドーの店長としてエネルギッシュに 

働いているが、家では些細なことですぐ泣いてしまう感激屋さん。娘たちにはめっぼう甘く、 

特に末娘・愛菜と一緒にはしゃいでママに注意されることもしばしば。 

 

ママ 

    個性的な関根―家をやさしく見守る、穏やかなママ。ハイテンションな関根パパをきちんと立てる 

良妻賢母で、特に家計などにもしっかりしているが、家事やインテリアには独自のこだわりをもつ。 

 

ことり姉ちゃん(高校 1 年生) 

 長女。明るくひょうきんな性格で、関根家のムードメーカー的存在。遊ぶことが大好きで、みんなを

笑わせるのが大好き。元気よくダンスを踊ったり、体を動かすことがとても得意。 

 

あみ姉ちゃん(中学 3 年生) 

 次女。姉ことりとは対照的に、本とアニメとお料理が好きな家庭的な女の子。マイペースな性格で、

妹の面倒やママのお手伝いもする優等生。たまに見せる冷静なツッコミには定評がある。 

 

末娘・愛菜(小学 2 年生) 

 三女。関根家の先頭に立って、家族イベントを仕切るしっかりもの。パパゆずりの明るい性格で 

学校でも友達が多いが、パパ・ママ・お姉ちゃん想いのやさしい心の持ち主。 



■CM について  

 今回オンエアとなる家族企画「こどもの日」の新 CM では、家族企画ではお馴染みの関根一家が、 

家族みんなで食卓を囲み、お寿司を食べてこどもの日を祝います。満面の笑みでお寿司を食べる三姉妹

を見た関根パパも、娘たちの喜ぶ顔を見ながら感激に浸っていると、「おいしーっす！」と突然登場 

する男の子。「誰！？」と驚く関根パパに対して、「近所のアキラくん」と冷静に説明する愛菜ちゃん。 

 周りが見えなくなる程、娘たちの喜ぶ顔に集中する関根パパらしい愛情がうまく描かれた仕上がりと

なっています。こどもの日をイメージし、可愛くデコレーションされたお寿司も見所の一つです。 

 幸せいっぱいの表情でお寿司を食べる関根一家が出演する、イトーヨーカドーの新 CM に是非ご注目

ください！ 

 

 

■撮影エピソード   

◎◎◎◎一石二鳥一石二鳥一石二鳥一石二鳥のののの撮影撮影撮影撮影 

 今回の撮影の感想を聞いたところ、関根さん、愛菜ちゃんを始め、「楽しかったし、美味しかった。」

と、楽しい現場と美味しいお寿司に出演者はみんな大満足の様子でした。 

 

◎◎◎◎関根一家関根一家関根一家関根一家へへへへ仲間入仲間入仲間入仲間入りりりり？？？？ 

 今回、近所のアキラくん役として登場した Dream5 の唯一の男性メンバーである高野洸くん。家族 

企画に参加した感想を聞いてみたところ、「本当の家族みたいな雰囲気があり、僕は初めての出演 

だったのですが、自分の家にいるような感じがしました。」と、関根一家の居心地の良さを実感して 

いる様子でした。 

 

◎◎◎◎次回次回次回次回はおはおはおはお寿司作寿司作寿司作寿司作りにりにりにりに挑戦挑戦挑戦挑戦？？？？ 

 こどもの日は子供が中心になる日だから、本当はお寿司も子供が作ってくれると嬉しいと関根さんが 

三姉妹にアピールすると、「今度作ろうか。近所のアキラと三姉妹で」と重本さんが提案。そこへ 

すかさず、「あと、お母さん！」と、愛菜ちゃんは早くも助けを求めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『家族企画 こどもの日篇』 メイキングカットより 



■CM ストーリーボード『家族企画 こどもの日篇』（15秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■出演タレントプロフィール 
 
氏名   ：関根 勤（せきね つとむ） 

 生年月日 ：1953 年 8 月 21 日 
 所属   ：浅井企画 

＜出演情報＞ 

【テレビ】 

・NTV 1番ソング SHOW 

・TBS さんまのスーパーからくり TV 

・CX 笑っていいとも！ 

 奇跡体験！アンビリバボー 

・EX 中居正広の怪しい噂の集まる図書館 

・BS朝日 コサキン DEラ゛ジオ゛ 

・ひかり TV   ひかり TVナビ 

【ラジオ】 

・JFN オレたち☆妄想族 

・QR 関根勤のスポパラ 

【舞台】 

・カンコンキンシアター「クドい！」 

・関根勤×柳原可奈子トークライブ「酷白」 
 
 
 
氏名  ：芦田 愛菜（あしだ まな） 
生年月日 ：2004 年 6 月 23 日 
所属  ：ジョビィキッズ 
 

＜出演情報＞ 
【テレビ】 
・CX  「ビューティフルレイン」木下美雨役 
・TBS  「南極大陸」古館遥香役 
・NTV  「この世界の片隅に」北條千鶴役 
・CX  「マルモのおきて」笹倉薫役 2011 年 東京ドラマアウォード 主演女優賞受賞 
・NHK   2011 年大河ドラマ「江～姫たちの戦国」淀君（茶々）幼少役、千姫役 
・NTV  「Mother」道木怜南役 第 7 回 ドラマ・オブ・ザ・イヤー2010 新人女優賞 
                 第 20 回 TV LIFE 年間ドラマ大賞 2010 新人賞 
                 2010 年 東京ドラマアウォード 特別賞 
                                 第 65 回 ザテレビジョンドラマアカデミー賞  

ザテレビジョン特別賞・新人賞    各賞受賞 
 

・NTV  「さよならぼくたちの幼稚園」主演・山崎カンナ役 
【映画】 
・「ジュエルペット スウィーツダンスプリンセス」マーナ姫役（吹き替え） 
・「のぼうの城」ちどり役 
・「LIAR GAME～再生～」アリス役 
・「うさぎドロップ」鹿賀りん役 第 54 回ブルーリボン賞 新人賞受賞 
・「阪急電車片道 15分の奇跡」萩原亜美役 
・「犬とあなたの物語～いぬのえいが～“バニラのかけら”」 茉奈役  
・「ゴースト～もう一度抱きしめたい～」少女のゴースト役 第 34 回 日本アカデミー賞 新人俳優賞 
・「怪盗グルーの月泥棒 3D」アグネス役（吹き替え） 
・「告白」森口愛美役 監督：中島哲也 



氏名  ：重本 ことり（しげもと ことり） 
生年月日 ：1996 年 10 月 5 日 
所属  ：エイベックス・マネジメント 
 
氏名  ：高野 洸（たかの あきら） 
生年月日 ：1997 年 7 月 22 日 
所属  ：エイベックス・マネジメント 
 
 
 

Dream5活動状況 ： 

2009/11/04   debut Single 「I don't obey～僕らのプライド～」 
2010/03/10   1st mini ALBUM 「RUN TO THR FUTURE」 
2010/08/04   2nd Single 「僕らのナツ！！」 
2011/01/01   3rd Single 「恋のダイヤル 6700」 
2011/05/04  2nd mini ALBUM 「DAYS」                                         

2011/07/20  4th Single 「Like & Peace!」             
2012/01/04   5th Single 「キラキラ Every day」 
2012/05/02   6th Single 「I★my★me★mine / EZ DO DANCE」 
2012/08/15   7th Single 「READY GO！！/Wake Me Up！」 
2012/11/07   8th Single 「シェキメキ！」 
2013/02/06   9th Single 「COME ON！/ ドレミファソライロ」 
2013/05/15   10th single 「Hop!Step!ダンス↑↑」発売予定 

 
 
 
 
 
 
氏名  ：前島 亜美（まえしま あみ） 
生年月日 ：1997 年 11 月 22 日 
所属  ：エイベックス・マネジメント 
 
SUPER☆GiRLS活動状況 ： 
2010/6/12  SUPER☆GiRLS活動開始 
2010/12/22  1st ALBUM「超絶少女」 
2011    「ピチレモン専属モデル」 
2011/4/20   1st single 「がんばって 青春」 
2011/6/15   2nd single 「MAX!乙女心／Happy GO Lucky!〜ハピ☆ラキでゴー!〜」 
2011/9/28   LIVE DVD 「ファーストコンサート〜超絶少女が止まンないっ!〜」 
2011/10/5  3rd single 「女子力←パラダイス」 
2011/12/30  「第 53 回 日本レコード大賞 新人賞」受賞 
2012/2/1    2st ALBUM 「EveryBody JUMP!!」 
2012/3/28    LIVE DVD 「SUPER☆GiRLS 超絶少女 2012 メモリアル at 日本青年館」 
2012/4/4     1st Live Tour  「SUPER☆GiRLS 1st Live Tour ～エビバディ SMiLE!!～」 
2012/4/18   4th single 「1,000,000☆スマイル」 
2012/7/4    5th single 「プリプリ♥SUMMERキッス」 
2012/10/24  6th single  「赤い情熱」 
2012/2/20  3rd ALBUM  「Celebration」 
2013/6/12  7th single「常夏ハイタッチ」発売予定 

 
 
 
 
 
 



氏名  ：太田 美恵（おおた みえ） 
生年月日 ：1978 年 12 月 2 日 
所属  ：ケイエムシネマ企画 
 

＜出演情報＞ 
【テレビ】 
・ANB  ドラマ 「相棒」加代若き頃役 
・TBS  ドラマ 「ヤンキー母校に帰る」 
・NTV  ドラマ 「1ポンドの福音」消費金融の受付役 
・TBS  ドラマ 「官僚たちの夏」１話日向千鶴役役 
・CX  ドラマ 「全開ガール」3話役員役 
【映画】 
・「ヒーローショー」ヒーローピンク役  
・「神様のカルテ」富山涼子役  
・「毎日かあさん」保母役  

 

 

 

 

 

■CM制作概要 

 タイトル：『家族企画 こどもの日篇』（15秒） 

 出  演：関根勤、芦田愛菜、重本ことり（Dream5）、前島亜美（SUPER✩GiRLS）、太田美恵 
 撮影時期：2013 年 4 月上旬 

 撮影場所：メディアガーデン A スタジオ 

 放映地域：全国 
 放映開始：2013 年 4 月 24 日 

 スタッフ：プロデューサー   中村 謙介 

（敬称略）            田中 力 
PM              滝口 洋平 

演出    月田 茂 

撮影    関口 美意 
照明    崎本 拓哉 

美術    根岸 美由紀 

フードコーディネーター       山根 万由子 
ヘアメイク    岩井 マミ 

                  渡辺 真由美 

                  ルミネ 
久慈 拓路                   

スタイリスト   高野 いせ子 

   浜松 あゆみ 

 


