株式会社イトーヨーカ堂
2012 年 2 月 28 日

イトーヨーカドー「good day 2012 春」新TV-CM
大注目のスーパーエンタテインメントグループ

AAA（トリプル・エー）が総出演！！
2 月 29 日（水）よりオンエア開始！
～「good day 2012 春」は全国のイトーヨーカドーで販売中～

イトーヨーカドーは、2012 年 2 月 29 日（水）より、「good day 2012 春」の新 TV-CM に、スーパ
ーエンタテインメントグループ、AAA（トリプル・エー）の皆さんを起用し、新 TV-CM 『good day 2012
春「散歩」篇』
（15 秒、30 秒）のオンエアを全国で開始いたします。

『good day 2012 春「散歩」』篇 CM カットより

■CM について
今回の新 CM は、現在放映中であるイトーヨーカドーの住まいの品のプライベートブランド
「7days@HOME」の CM に引き続き、各方面での活躍が目覚しい AAA のメンバーが総出演する CM
となっています。春の天気の良い日に、普段使いのおしゃれなデイリーカジュアルをコンセプトにした
ファッションブランド「good day」の新作を着た AAA のメンバーが散歩に出かけます。
春らしい衣装を身にまとい、楽しそうに歩く AAA のメンバー総出演の CM に是非ご注目ください。
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■CM ストーリーボード『good day 2012 春「散歩」』篇（15 秒）
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■CM ストーリーボード『good day 2012 春「散歩」』篇（30 秒）
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■撮影エピソード&撮影後コメント
◎ 悪天候にも
悪天候にも負
にも負けないメンバー
けないメンバー達
メンバー達
撮影当日はあいにくの雨に加え、屋外でのシーンということもありコンディションが悪い中での撮影
となりました。今回の CM は晴れている設定であるため、撮影中も西島さんが「良い天気だね～！」と
大げさにメンバーに呼び掛け、他のメンバー達もそれに笑顔で応えるなど、雨の影響を感じさせない雰
囲気で撮影に臨んでいました。
◎ どんな状況
どんな状況でもやっぱり
状況でもやっぱり仲良
でもやっぱり仲良し
仲良し
今回の新 CM は春向けの衣装で撮影していたため、真冬の気温であった撮影当日は薄着のメンバーを
スタッフ全員が心配していました。しかし、メンバー達は撮影の合間に自分達の曲のダンスをみんなで
踊ったり、ストーブのある待機所に競争しながら戻って行く等、いつもと変わらず仲の良いメンバーの
様子を見て周りのスタッフも安心していました。
◎ チームワークも
チームワークも抜群の
抜群の 7 人
1 つのカットでいくつかのパターンを撮影する際は、1 テイクごとにセリフを変えたり、メンバーそ
れぞれがお互いの演技についてアドバイスをする等、メンバー一丸となり本番に臨んでいました。
◎ 春の訪れを感
れを感じさせる爽
じさせる爽やかな仕上
やかな仕上がり
仕上がり
AAA のメンバーの軽快な動きや明るい笑顔が盛りだくさんの内容で、これから迎える春にぴったり
の CM に仕上がっています。

『good day 2012 春「散歩」』篇メイキングカットより
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■CM 制作概要
タイトル：『good day 2012 春「散歩」
』篇
出
演：AAA（エイベックス・マネジメント）
使用楽曲：AAA 31th SINGLE「SAILING」
撮影時期：2012 年 2 月 6 日
撮影場所：横浜スーパー・ファクトリー
放映地域：全国
放映開始：2012 年 2 月 29 日
スタッフ：CD
（敬称略） Pr
PM
AD
Design
Dir
Ca
Li
ART
STYLIST
HAIRMAKE
Photographer
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小曽根 祐二
丹生 和朋
加藤 和紀
萬 健一
米川 英二
野水 路子
サヤマ マコト
黒石 信淵
吉野 達也
織田 南
鈴江 英夫
佐藤 真希
椎津 恵
半沢 健

■AAA プロフィール
メンバー ：西島隆弘（ニシジマ タカヒロ）
1986 年 9 月 30 日生まれ
O 型 北海道出身
：浦田直也（ウラタ ナオヤ）
1982 年 11 月 10 日生まれ
B 型 東京都出身
：日高光啓（ヒダカ ミツヒロ）
1986 年 12 月 12 日生まれ O 型
：與真司郎（アタエ シンジロウ）
1988 年 11 月 26 日生まれ O 型
：末吉秀太（スエヨシ シュウタ）
1986 年 12 月 11 日生まれ A 型
：宇野実彩子（ウノ ミサコ）
1986 年 7 月 16 日生まれ O 型
：伊藤千晃（イトウ チアキ）
1987 年 1 月 10 日生まれ B 型
活動状況 ：
2005/5
2005/9/14
2005/12/31
2006/1/1
2006/3/23
2007/2/7

2007/3/21

2008/3/5
2010/12/30
2010/12/31
2011/2/16
2011/3/16
2011/6/22
2011/8/31
2011/9/14
2011/11/16
2011/11/16
2011/12/30
2011/12/31
2012/2/22

千葉県出身
京都府出身
長崎県出身
東京都出身
愛知県出身

AAA 活動開始
debut single 「BLOOD on FIRE」
第 47 回輝く！日本ﾚｺｰﾄﾞ大賞 最優秀新人賞 受賞
1st ALBUM 「ATTACK」
1st REMIX ALBUM 「REMIX ATTACK」
LIVE DVD 「1st ATTCK at SHIBUYA-AX」
「CCC～CHALLENGE COVER COLLECTION」
「東京ディズニーランド・スペシャルナイトクラブディズニー”スーパーダンシン・
マニア Remix”at 東京ディズニーランド」
AAA DEN-O form 「Climax jump」 「alohAAA!」
福岡ソフトバンクホークス with AAA「いざゆけ若鷹軍団 2007」
DVD 「Channel@×AAA」
BEST ALBUM 「ATTACK ALL AROUND」
第 52 回輝く！日本ﾚｺｰﾄﾞ大賞 優秀作品賞 受賞
第 61 回 NHK 紅白歌合戦 白組出演
27th single 「ダイジナコト」
6th ALBUM 「Buzz Communication」
LIVE DVD 「5th Anniversary LIVE 20100912 at Yokohama Arena」
28th シングル「No cry No more」
29th シングル「CALL / I4U」
BEST ALBUM「#AAABEST」
LIVE DVD 「AAA Buzz Communication TOUR 2011 Deluxe Edition」
30th シングル「Charge & Go!」
第 53 回輝く！日本ﾚｺｰﾄﾞ大賞 優秀作品賞 受賞
第 62 回 NHK 紅白歌合戦 白組出演
31th シングル「SAILING」
LIVE DVD 「AAA 6th Anniversary Tour 2011.9.28 at Zepp Tokyo」
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