
 

平成 19 年 10 月３日 

各      位 

会 社 名 株式会社アイケイコーポレーション

代 表 者 名 代表取締役社長 加 藤 義 博

（コード番号 3377 東証二部）

問 合 せ 先 

 

経営管理室・人財管理室・
経営企画室管掌 

取 締 役 

 

松 本 博 幸

（ TEL. 03-6803-8855）

 

 

オートバイ買取専門店「バイク王」新 TV-CM 放映開始に関するお知らせ 

 
 当社は、この度「バイク王」の新イメージキャラクターに藤井フミヤさんを起用し、

新 TV-CM を平成 19 年 10 月５日(金)より全国放映いたしますのでお知らせいたします。 

詳細につきましては、次頁以降、別紙のとおりとなっております。 

 

以上 
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2007年 10月 3日 
【報道関係各位】 
 

 
「バイク王」新 TV-CM に藤井フミヤさんを起用！ 

～新 CMタイアップの F-BLOOD新曲にも大注目！～ 
 

オートバイ買取専門店「バイク王」を全国展開する株式会社アイケイコーポレーション(本社:東京都、

代表取締役社長:加藤義博)は、このたびバイク王の新イメージキャラクターに藤井フミヤさんを起用し、

新 TV-CMを 2007年 10月 5日(金)より全国放映いたしますのでお知らせいたします。 

 

新コンセプトは、ライダーとの共感から生まれる「信頼感」 

 

このたびの新 TV-CM では「信頼感」をコンセプトとし、バイクを愛する気持ちをライダーと共有し、

バイクを手放す時には、“バイク王＝ライダーに選ばれるブランド”となることを力強く表現しておりま

す。 

このため、ご自身もオートバイライダーである藤井フミヤさんをイメージキャラクターに迎え、ユーザ

ーサイドの視点を表現するとともに、フミヤさんの持つ全世代に対する求心力や年齢を重ねるごとに研ぎ

澄まされる圧倒的な存在感をアピールすることで、「バイク王」ブランドの更なるイメージアップを図っ

てまいります。 

なお新 TV-CM では、7 年ぶりに活動を再開する、藤井フミヤさんと藤井尚之さんの兄弟ユニット

F-BLOODの新曲「恋する POWER」とのタイアップが決定しております。新 TV-CMで流れるこの楽曲

は、曲内で歌われる地球規模の壮大なスケール感と、ライディング時に感じることの出来る、雄大な自然

やいつもの街との一体感とを重ね合わせられるような内容となっておりますので、こちらも是非ご注目く

ださい。 

なお、新 CMクリエイティブについての詳細は別紙にてご参照ください。 

 

当社は、今後もオートバイ買取実績 No.1のリーディングカンパニーとして、バイク王の認知度向上、

お客さまへのスピーディーかつ利便性の高いサービスの提供を目指すとともに、ビジョンに掲げておりま

す「オートバイライフの総合プランナー」実現に向け、より一層努力してまいります。 

 

 

 

プレスリリースに関するお問い合わせ先  

■株式会社アイケイコーポレーション                ■共同 PR株式会社 

経営企画室 コーポレートコミュニケーションセクション      第 3業務局  

西元・中山                                     峰松・生田(イクタ) 

TEL03-6803-8855/ FAX 03-3409-8586           TEL 03-3571-5171 / FAX 03-3574-9364 

東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア18F    東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 
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■「バイク王」新広告キャンペーンについて 
 

バイク王の新たな広告キャンペーンに登場するのは、幅広い年齢層から支持され、無類のバイク好きとしても

知られる藤井フミヤさん。 

 

「すべてのバイクと、バイク乗りのために。」 

 

バイク愛好家を代表するフミヤさんの、バイクへのリアルな愛、そしてこだわりが、バイク買取実績No.1ブランド

である「バイク王」の想いとリンクしてゆきます。 

 

音楽は藤井フミヤさん・尚之さんの兄弟ユニットF-BLOOD。 

今回新たに書きおこした楽曲が、バイク愛好家同士の共感を広くつなげてゆくことになります。 

 

新広告キャンペーンでは、藤井フミヤさんのライダーとしての等身大の姿を描きながら、「バイク王」の想いをフ

ミヤさんに投げかける「ブランド宣言篇」と、自身が作詞した楽曲をバイク乗り達へのメッセージであるかのよう

に伝える「ＢＩＫＥ ＬＩＦＥ 登場篇」の２タイプをオンエアします。 

 

今後、Ｆ－ＢLOOD や藤井フミヤさんの音楽活動とリンクしながら、新たなＣＭ展開も予定していますので、ご期

待ください。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■CM概要 
CM名：「ブランド宣言編」（30秒） 
    「BIKE LIFE登場編」（15秒） 
出演者：藤井フミヤ 
CM放映：2007年10月5日より順次 
放送ｴﾘｱ：全国 
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■「ブランド宣言篇」30秒 

 

口笛を吹きながら、プライベートガレージで愛車のメンテナンスを楽しむフミヤさん。 

バイク好きならわかる至福の瞬間を切り取った映像にあわせ、バイク王ブランドの真摯で変わることのない想

いが語られてゆきます。 

登場するバイクはなんと、実際にフミヤさん自身の愛車・『TRIUMPH（トライアンフ）TR6／1957年式』です。 

 

 

 

■「BIKE LIFE 登場篇」15秒 

 

F-BLOODの新曲「恋するPOWER」にのせ、愛車のエンジン音を楽しむフミヤさん。 

すべてのバイクと、バイク乗りたちの想いをつなげ、「BIKE is LIFE」と宣言します。 

 

バイク王新キャンペーンの始まりです。 

 

 

 

■ ＣＭ撮影を終えて（藤井フミヤ氏からのメッセージ） 

 
９月半ば、撮影が始まった。空は雲ひとつない撮影日和だったけど、まさかの気温３４℃超え。ミュージシャンだ

って汗はかく（笑）水をがまんしたり、カメラがまわれば気合いで汗をとめたり。でも、バイクに乗ると、暑さを忘

れるくらい風が気持ちいい。仕事やなんかで、バイクと１日中いっしょにいられる機会が少ないおれとしては、

貴重な体験だった。 

撮影場所は、オープンにつくった特設ガレージ。ガレージ内には、おれの好きなバイクの看板やパーツまで集

めてあって、びっくりした。よくこんなに集めたもんだなあ。そのまま持って帰りたかったくらいだったよ。で、お

れも、仲間のスタイリストやヘアメイクも、スタッフもみんな、ガレージの前で子どもみたいにはしゃいで記念撮

影したんだ。 

 

撮影中は大変だったけど、いざ終わってみると、朝の３時とか４時に起きるのも健康的だし、バイクにも乗れる

し、こんな撮影ならもっと続いてもいいかなぁと。本当に続いたら、どえらい大変だろうけどね（笑） 

 

現場の楽しい雰囲気も伝わってくるCMに仕上がっていると思います。どうぞ、ご覧ください。 
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■ タレントプロフィール 

 

藤 井 フ ミ ヤ 
【生年月日】  １９６２年７月１１日（４５歳） 

【出身地】   福岡県久留米市 

【血液型】   Ａ型 

【出演作品他】 

   ＜ＴＶ＞ 

         ＢＳフジ   『ＢＳ☆フジイ』毎週日曜 ２１：００～２２：００ 

         フジテレビ 『今週、妻が浮気します』 

         テレビ朝日 『下北サンデーズ』 

         日本テレビ 『天使が消えた街』     他ゲスト出演等多数 

   ＜映画＞  

         『ＲＥＤ ＳＨＡＤＯＷ 赤影』 

         『バカヤロー！２ 幸せになりたい／第三話』 

         『サムライフィクション』 

   ＜音楽＞ 

         シングル「君になる」 2007.3.28 release       

アルバム『Order Made』 2007.6.20 release    他多数 

【オフィシャルサイト】 

www.ffm.co.jp 

www.sonymusic.co.jp/FumiyaFujii/

■藤井フミヤおよびF-BLOOD 音楽に関するお問合せ先： 

株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズプロモーションルーム 

TEL 03-5786-8632／FAX 03-5786-8682 東京都港区赤坂9-6-35 



  
 

Copyright (C)2007 IK Co.,Ltd.All Rights Reserved 

■バイク王 ＴＶＣＭスタッフリスト 

 

 

職種 氏名 所属

広告代理店：株式会社読売広告社／株式会社ティー・ワイ・オー

　クリエイティブディレクター 勝畑学 読売広告社

　アートディレクター 野口卓矢 読売広告社

　コピー 河上奈央／松宏彰 読売広告社／ＴＹＯ プロダクションズ

制作プロダクション：株式会社ＴＹＯプロダクションズ　ＭＥＧＵＲＯ＿１

　プロデューサー 鷲見 曜一／平田 英樹 ＴＹＯ プロダクションズ

　制作 加本 剣太郎 ＴＹＯ プロダクションズ

　制作助手 河津美穂子 ＴＹＯ プロダクションズ

　演出 松 宏彰 ＴＹＯ プロダクションズ

　演出助手 福田　麻衣子 ＴＹＯ プロダクションズ

　撮影 中堀 正夫 コダイグループ

　撮影チーフ 浦西 伸子

　照明 丸山 文雄 コダイグループ

　美術 吉田 透 サンクアール

　スタイリスト(藤井フミヤ・尚之） 大久保 篤志

　ヘアメイク(藤井フミヤ・尚之） 小原 康司 トラフィック

　スタイリスト(他出演者） 岩間 葉子

　ヘアメイク(他出演者） 内藤歩 トラフィック

　ロケコーディネーター 菊池 正悦

　劇車 清水 良三 COVENTRY

　カメラマン（グラフィック） 藤牧 功 ワンダークラブ

　キャスティング（他出演者） 梁川 こうこ ジェラン

　出演 藤井 フミヤ

　出演 藤井 尚之

　オフライン 西野 憲司

　オンライン オムニバスジャパン

　音楽 クラクラミュージック

　SE 小野弘典  


