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オートバイオートバイオートバイオートバイ買取専門店買取専門店買取専門店買取専門店「「「「バイクバイクバイクバイク王王王王」」」」新新新新 CMCMCMCM 放映開始放映開始放映開始放映開始にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

 当社は、バイク王のメインキャラクターである人気お笑いタレント「雨上がり決

死隊」のお二人と、演出家・テリー伊藤さんを起用した新 CM を、平成 24 年４月 27

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 

 



 

 

2010 年 二輪中古車買取台数  

株式会社矢野経済研究所調べ  

(2011 年 5 月現在) 

2012年 4月 25日 

【報道関係各位】 

オートバイ買取専門店「「「「バイクバイクバイクバイク王王王王」」」」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、バイクバイクバイクバイク王王王王のメインキャラクターである

人気お笑いタレント「雨上がり決死隊」のお二人と、演出家・テリー伊藤さんを起用した新 CM を、2012

年4月27日(金)より全国で放映します。 

エンジン音で『バイク語』を表現 

「買い替えるなら、バイク王。」であることを訴求 

新CM『バイク語』編は、「雨上がり決死隊」のお二人と

テリー伊藤さんが、「ブルン、ブルーン」などの『バイク語』

で、買い替えるならバイクバイクバイクバイク王王王王であることをお伝えします。 

『バイク語』の合間には、バイクバイクバイクバイク王王王王のウェブサイト検索

を画面いっぱいに訴求。インターネットでバイクバイクバイクバイク王王王王を検索

することを促します。バイクバイクバイクバイク王王王王のウェブサイトでは、なぜ

買い替えるならバイクバイクバイクバイク王王王王がお得なのかを切り口に、賢いバ

イクの買い替え方を特別コンテンツでご紹介します。 

合計 35 名様に、毎日 10 万円が当たるチャンス!! 

バイクバイクバイクバイク王王王王では、CMに併せて「バイクを売って、毎日当たる! 10万円! キャンペーン」を実施します。 

当キャンペーンは、期間中に無料出張買取サービスをお申し込みいただきご成約されたお客様※、もしくは

バイクバイクバイクバイク王王王王の各店舗へ直接お持ち込みいただきご成約されたお客様※の中から抽選で、毎日1名様に10万円分

のJCBギフトカードをプレゼントするものです。当選者はご成約翌平日にバイクバイクバイクバイク王王王王ウェブサイトで発表します。 

バイクバイクバイクバイク王王王王ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト    http://www.8190.co.jp/ 

※ 処分・再生料が発生した車輌は、当キャンペーンの対象外となります。 

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バイバイバイ

クククク王王王王の認知度向上、お客様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

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

※本プレスリリースに関する画像が必要の際は下記連絡先までご一報ください 

プレスリリースにプレスリリースにプレスリリースにプレスリリースに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先  

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

  企画本部 経営企画グループ 

  担当: 平見、香川 

  TEL 03-6803-8855 / E-Mail 

  東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア18F 

■■■■株式会社株式会社株式会社株式会社アンティルアンティルアンティルアンティル 

  第 7営業部 

  担当: 乗鞍、清水 

  TEL 03-5572-6064 

  東京都港区赤坂 4-15-1赤坂ガーデンシティ 

「バイク王」の新CM『バイク語』編を4月27日から放映 

～ 同時同時同時同時にににに「「「「バイクをバイクをバイクをバイクを売売売売ってってってって、、、、毎日当毎日当毎日当毎日当たるたるたるたる!    10万円万円万円万円!    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」をををを実施実施実施実施 ～ 



 

 

2010 年 二輪中古車買取台数  

株式会社矢野経済研究所調べ  

(2011 年 5 月現在) 

■■■■CM 概要概要概要概要 

●CM名       「バイク語」編(15秒) 

●CM放映      2012年 4月 27日(金)より順次 

●放送エリア   全国(一部地域を除く)   

 

■■■■「「「「バイクバイクバイクバイク語語語語」」」」編編編編(15 秒秒秒秒)についてについてについてについて 

「買い替えるなら、バイク王。」という新型コンセプトを、インパクト重視の目立つCMで伝える。これ

が狙いです。そして、おしゃべりを生業とするタレントさん達が、一切自分の声を出さずに大事な台詞を、

リアルなエンジン音だけで「吹き替え」する。そこが面白くもあり、ちょっぴりアヴァンギャルドです。 

(加藤 良1 / モンゴロイド・デラックス クリエイティブディレクター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■撮影撮影撮影撮影についてについてについてについて 

トライアンフ、ホンダ、ハーレーといった名車のエンジン音を、口パクで合わせるのは至難の技。と、思って

いましたが、さすが芸人さん達。数回のテストで難なく合わせてくれました。まさに芸でした。 

(加藤 良1  / モンゴロイド・デラックス クリエイティブディレクター) 

 

 

 

 

 



 

 

2010 年 二輪中古車買取台数  

株式会社矢野経済研究所調べ  

(2011 年 5 月現在) 

バイクをバイクをバイクをバイクを売売売売ってってってって、、、、毎日当毎日当毎日当毎日当たたたたるるるる!    10万円万円万円万円!    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 概要概要概要概要 

■■■■キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン対象対象対象対象 

下記期間中にバイク王の無料出張買取サービスをお申し込みいただきご成約されたお客様※、もしくはババババ

イクイクイクイク王王王王の各店舗へ直接お持ち込みいただきご成約されたお客様※。 
※ 
処分・再生料が発生した車輌は対象外となります。 

 

■■■■キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間期間期間期間 

2012年4月27日(金)~5月31日(木) 

 

■■■■キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン賞品賞品賞品賞品 

・JCBギフトカード10万円分 

期間中毎日1名様、合計35名の方が当選します。 

 

■■■■発表方法発表方法発表方法発表方法 

当選発表当選発表当選発表当選発表はははは、、、、ごごごご成約翌成約翌成約翌成約翌平日平日平日平日のののの夕方以降夕方以降夕方以降夕方以降にににに、、、、バイクバイクバイクバイク王王王王ウウウウェブサイトにてェブサイトにてェブサイトにてェブサイトにて都道府県都道府県都道府県都道府県とイニシャルでとイニシャルでとイニシャルでとイニシャルで発表発表発表発表 

【【【【URL】】】】http://www.8190.co.jp/ 

 

■■■■発表期間発表期間発表期間発表期間 

2012年5月1日(火)~6月1日(金)  

※金券の発送となりますので、当選者には予めバイク王キャンペーン事務局より、お電話にてお知らせのうえ、

発送先住所の確認をさせていただきます。 

※当選者の方との電話連絡がつかず、またお客様の住所(あるいは転居先)が確認できない等、賞品をお届けでき

ないと当社が判断した場合、当選は無効となります。 

※当選確認に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。 

 

■■■■賞品発送賞品発送賞品発送賞品発送 

 6月中頃以降（予定） 

※賞品のお届け先は、日本国内のみとさせていただきます。 

※やむを得ない事情により、発送が遅れる場合がございます。 

 

■■■■おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

バイク王キャンペーン事務局 TEL 0120-21-8190 (平日10:00~18:00) 

 

 

 

 

 



 

 

2010 年 二輪中古車買取台数  

株式会社矢野経済研究所調べ  
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■■■■タレントプロフィールタレントプロフィールタレントプロフィールタレントプロフィール 

 

 

雨上雨上雨上雨上がりがりがりがり決死隊決死隊決死隊決死隊 

                            宮迫宮迫宮迫宮迫 博之博之博之博之    写真左写真左写真左写真左                                     蛍原蛍原蛍原蛍原 徹徹徹徹    写真右写真右写真右写真右 

【【【【生年月日生年月日生年月日生年月日】】】】 1970年 3月 31日(42歳) 1968年 1月 8日(44歳) 

【【【【身長身長身長身長】】】】 169cm 166cm 

【【【【体重体重体重体重】】】】 68kg 56kg 

 

【【【【出演作品他出演作品他出演作品他出演作品他】】】】 

<TV> TBS「リンカーン」 毎週火曜日 22:00~22:54  

     CBC「ノブナガ」 毎週土曜日 24:58~25:58  

     テレビ朝日「雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク」 毎週木曜日 23:15~24:10 

     NTV「芸人報道」日本テレビ:毎週月曜日 24:29~24:59 

     TBS「革命テレビ」毎週日曜日 23:30~24:00 他ゲスト出演等多数 

 

<CM> 東洋水産 「カップ麺・赤いきつねと緑のたぬき」 

     資生堂  「uno」 

 

<映画映画映画映画> 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 

 

 

 

 



 

 

2010 年 二輪中古車買取台数  

株式会社矢野経済研究所調べ  

(2011 年 5 月現在) 

■■■■タレントプロフィールタレントプロフィールタレントプロフィールタレントプロフィール 

 

テリーテリーテリーテリー伊伊伊伊藤藤藤藤 
【【【【プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】 

演出家。１９４９年 東京築地出身。 

「天才たけしの元気が出るテレビ」「ねるとん紅鯨団」「浅草橋ヤング洋品店」などヒット番組や、「サ

ッポロ生搾り」「ユニクロ」「プロピア」「SEIKO」など話題の CM、GReeeeN「愛唄」PV、初監督映

画「１０億円稼ぐ」などを手掛けてきた。 

現在は演出業の他、テレビ・ラジオ出演、執筆活動など、マルチに活躍中。 

 

【著書】 

「いい人」をやめると、ハッピーになる (成美文庫) 

テリー伊藤のテレビ馬鹿一代 （毎日新聞社） 

バカの正体 (角川 oneテーマ 21) 

なぜ日本人は落合博満が嫌いか? (角川 oneテーマ 21) 

新版 お笑い北朝鮮（ロコモーション・パブリッシング） 

天才たちの流儀（PHP研究所 ） 

 

【テレビ・ラジオ】 

スッキリ!!（日本テレビ系・月-金 8:00-10:25 2006年 4月 3日 - ）司会 

サンデージャポン（TBS系・日 10:00-11:24）レギュラーコメンテーター 

Sunday!スクランブル（テレビ朝日系・日 12:00-12:55）レギュラーコメンテーター 

テリー伊藤 サンデーのってけラジオ（ニッポン放送・日 13:00-14:30 2010年 7月 4 - ） 

Tokyo Boy（MXTV・日 21:00-21:30） 

タビセツ（MXTV・金 22:30-23:00） 
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株式会社矢野経済研究所調べ  
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【DVD】 

あおげば尊し 

10億円稼ぐ 

テリー伊藤の落とし穴イリュージョン 

天才・たけしの元気が出るテレビ !! 

浅草橋ヤング洋品店 魂の在庫一掃大セール 

 

【携帯サイト】 

「芸能！裏チャンネル」http://ura-channel.jp/ 

 

【連載】 

ベストカー 

FREE&EASY 

アサヒ芸能 

週刊大衆 

月刊宝島 

WeeklyLALALA 

 

■■■■スタッフスタッフスタッフスタッフ 

職種 氏名(敬称略) 所属 

クリエイティブディレクター・ディレクター・カメラ 加藤 良 1 モンゴロイド・デラックス 

アカウントエグゼクティブ 安田 浩之 TYO 

アカウントエグゼクティブ 田邉 忠亨 TYO 

アカウントエグゼクティブ 隈部 聡一郎 TYO 

プロデューサー 鷲見 曜一 TYO 

プロデューサー 西村 秀政 TYO 

プロジェクトマネージャー 佐藤 剛毅 TYO 

ビデオエンジニア 丈束 卓男 ケイファイブ 

ライト 河上 雅之 フリー 

アート 森井 耕作 モリイ美術 

ロケーションコーディネーター 倉科 吉秀 倉科事務所 

バイクケア 守利 隼人 VIPS 

キャスティング 古賀 妙美 エポック 

スタイリスト（テリー伊藤） 原田 学 Mo-Green 

ヘアメイク（テリー伊藤） 小暮 和子 ease 

スタイリスト(雨上がり決死隊) 舛館 和憲 チェルシーフィルムズ 

ヘアメイク (雨上がり決死隊) 市瀬 ひとみ フリー 

音楽 技田 太郎 フリー 

オフラインエディター 小林 あい IMAGICA 

オンラインエディター 小林 あい IMAGICA 

同録・ミキサー 小松 徹 IMAGICA 

サウンドエフェクト 小林 範雄 ONPa 

 



 

 

2010 年 二輪中古車買取台数  

株式会社矢野経済研究所調べ  
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■■■■クリエイティブディレクター・プロフィールクリエイティブディレクター・プロフィールクリエイティブディレクター・プロフィールクリエイティブディレクター・プロフィール 

加藤加藤加藤加藤    良良良良１１１１    ((((カトー・リョーイチカトー・リョーイチカトー・リョーイチカトー・リョーイチ））））    

●略歴 

昭和31年、東京生まれ。 

美学校・赤瀬川原平教場卒業後、 TVCM製作会社へ入社。 

多数の CMフィルムの企画、演出を手がける。 

フリーランスを経て、有限会社モンゴロイド・デラックスを設立。 

現在、 CMフィルムの企画・演出・撮影を中心に多分野で活動中。 

 

●CM演出 

キューピードレッシング(カンヌ金賞受賞)・ナショナル留守番電話(カンヌ金賞受賞)・ピップエレキバン 

(ACC賞）・黄桜酒造(おやじ倶楽部)、日清食品、金鳥、ミスタードーナツなど多数。 

 

●映画 

『バカヤロ−4・カラダだけの男』(松竹)監督。・『冥途の土産』(自主製作)監督、脚本。(ゆうばり映画祭

オフシアター部門監督賞受賞)・『眠りの理由』(自主製作)監督、撮影、脚本。   

 

●音楽 

『かみまへんかの唄』(クラウンレコード)作曲・『やっぱり /楽しい音楽』(10インチ盤・自主製作) 

『たらこ・たらこ・たらこ/キグルミ』(ビクターエンタテインメント)作詞(2006年レコード大賞特別賞及

び流行語大賞受賞) 

 

●雑誌 

『広告』(博報堂) ブランド古事キ/写真と文章1年間連載 

 

●装丁 

『猿ぐつわがはずれた日』もたいまさこ著(世界文化社)・『凛々乙女』小林聡美著(世界文化社) 

 

●写真集 

『たらこカメラ』たらこキユーピー写真帖(実業之日本社） 

 

●写真展 

『女の都』(銀座月光荘画廊)・『カステラヌード』(銀座月光荘画廊)・『毛皮の歯車』(ギャラリーSAKA) 

『三百人格』(新宿八月社ART)・『シュール動物園』(ギャラリーSOLARI)   

 

●作品賞 

MOLESKIN 2009年 My Detour 入賞 (コラージュ作品・lettera27 永久保存) 
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