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2009 年 1 月 9 日 
【報道関係各位】 

 
雨上がり決死隊さんと「バイク王」のお客様が共演! 

～「バイク王」の新 TV-CM 第 2 弾、1 月 16 日よりオンエア開始～ 

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(代表取締役

社長:加藤義博、本社:東京都渋谷区、証券コード:3377、以下「当社」)は、イメージキャラクターに

人気お笑いタレントの雨上がり決死隊さんを起用した、バイク王の新 TV-CM 第 2 弾を、2009 年 1
月 16 日(金)より全国放映します。 

新 TV-CM 第 2 弾は、『買い替えに』編と『地蔵男』編の 2 パターンを制作しました。今回の CM シ

リーズは、雨上がり決死隊さんのほか、バイク王をご利用いただいたお客様が出演します。バイク王

のサービスの仕組みを映像にすることで、コンセプトとなる「共感から実感へ」を表現しました。当社は、

本 CM を通してバイク王の顧客層の拡大と、オートバイユーザーに更なる安心感の提供を目指しま

す。 

■『買い替えに』編  

『買い替えに』編は、第 1 弾の『下取りよりも』編の続編で、引き続き雨上がり決死隊のお二人が、

「下取りよりもバイク王♪」のフレーズに合わせたダンスを披露します。この『買い替えに』編には、

昨年 7 月から 8 月にかけて実施した「バイクを売って、CM に出ようキャンペーン」で選考された

一般のオートバイユーザーであるお客様 5 人が雨上がり決死隊さんと共演しています。この共演

を通じて、バイク王への親近感と安心感のさらなる獲得を狙っています。 

■『地蔵男』編  

『地蔵男』編では、バイク王の査定員役を蛍原さんが、地蔵男役を宮迫さんが演じます。査定員

が、一歩も動かない地蔵男さんの元まで査定に伺うことで、バイク王を代表するサービスである

「無料出張買取」の利便性をアピールします。お二人のコミカルな演技と、宮迫さんが着用してい

る地蔵男のコスチュームにもご注目ください。 

本 CM は 1 月 16 日(金)より、下記のバイク王特設ウェブサイトでもご覧いただけます。 
【バイク王特設ウェブサイト  : http://www.8190.co.jp/gallery/cm/ 】 

なお、本 CM の詳細は別紙をご参照ください。 

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、効果的な広告展開に

よる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 

総合管理本部 経営企画グループ 第 3 業務局  

担当 : 西元、片岡、清水 担当 : 峰松、生田(イクタ) 

TEL 03-6803-8855 / 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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■撮影について 

年末年始の特別番組出演で多忙な「雨上がり決死隊」の二人。CM2 本の撮影は 1 日のみでした。

「買い替えに」編では、前回の「下取りよりも」編を踏襲し、『バイクを買い替えようかな?』と思案中の

迫力あるオートバイユーザーに意見する内容です。前回の撮影で、ダンスをマスターしているだけに、

すぐ勘を取り戻し、激しいダンスに汗だくでした。「地蔵男」編では、地蔵に扮した宮迫さんが、地蔵男

の微妙な気持ちを表情でコミカルに表現し、スタッフの爆笑を誘っていました。 

(永澤  仁/クリエイティブディレクター) 

■オンエア概要  

CM 名  ： 「買い替えに」編(15 秒)  

  「地蔵男」編(15 秒) 

出演者  ： 雨上がり決死隊  

CM 放映  ：  2009 年 1 月 16 日より順次  

放送エリア ： 全国(一部地域を除く) 

※なお、本 TV-CM のほか好評な TV-CM 第

1 弾も併せて放映します。 

■「買い替えに」編(15 秒) 

『バイクを買い替えようかな?』と考えているオートバイユーザーに、下取りではなく、バイク王の利用を

検討してもらう企画です。迫力あるオートバイユーザーおよびダンスと歌が相まって、映画のワンシー

ンのようにインパクトと緊張感がある仕上がりになっています。 

 

■「地蔵男」編(15 秒) 

動かない象徴として地蔵を用い、「地蔵男さん」のキャラクターを設定しました。お客様がご希望する

日時に、ご自宅へ無料で伺う「無料出張買取」を、地蔵男さんの自宅に伺ったバイク王の査定員が

ストレートに表現しています。 
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■タレントプロフィール 

 

雨上がり決死隊 

宮迫 博之  写真左            蛍原 徹   写真右  

【生年月日】 1970 年 3 月 3 日(38 歳) 1968 年 1 月 8 日(41 歳) 

【身長】 169cm 166cm 

 【体重】 68kg 56kg 

【出演作品他】 

 <TV> 

 リンカーン 22時～22時54分  (TBS系) 

 スキバラ・地球調査船アメディゾン 18時30分～19時  (テレビ東京系) 

 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク 23時15分～24時10分  (テレビ朝日系) 

他ゲスト出演等多数  

 <CM> 

 カップ麺・赤いきつねと緑のたぬき(東洋水産) 

 uno(資生堂) 

 <映画> 

 明日があるさ THE MOVIE(2002 年) 

 蛇イチゴ(2003 年) 

 妖怪大戦争(2005 年) 他多数  
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■スタッフ 

職種 氏名 所属 

広告代理店：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 永澤 仁 海の家 

企画/コピー 永澤 仁 海の家 

制作プロダクション：株式会社TYO プロダクションズ NANBUZAKA 

プロデューサー 鷲見 曜一/笠井 淳史 TYO プロダクションズ 

制作 八幡 優 TYO プロダクションズ 

制作助手 福田 翠 TYO プロダクションズ 

演出 浜崎 慎治 TYO プロダクションズ 

撮影 山岡 昌史 CRANK 

VE 原田 あかね エッコ 

照明 山崎 友久 Free 

美術 マキシマ ヒデキ サンク・アール 

スタイリスト 舛舘 和憲 チェルシーフィルム 

ヘアメイク 市瀬 ひとみ Free 

振付 振付稼業air:man ゼロゼロエース 

キャスティング 堀内 みずき GOLD CAST 

オフライン 八木 宗一朗 PRC 

オンライン 山下 武郎 PRC 

MIXER 三田村 雄 PRC 

音楽 野口 時男 青空 

SE 高橋 直樹 1991 

 


