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オートバイ買取専門店「バイク王」新 CM 放映開始に関するお知らせ 

 

 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」のお二人を起用した新 CM を、平成 24 年７月 13 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 

 



 

 

2011 年 二輪中古車買取台数

株式会社矢野経済研究所調べ  
(2012 年 4 月現在)

2012 年 7 月 13 日 
報道関係各位 

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、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」のお二人を起用した新CM を、2012年7月13

日(金)より全国で放映します。 

どんなバイクも『買いトルビア～ン』 
「雨上がり決死隊」と外国人女性の不思議な掛け合いに注目!! 

新CM『買いトルビアン』編は、「雨上がり決死隊」

のお二人と美しくミステリアスな雰囲気の外国人女

性が登場。 

外国人女性が、カタコトの日本語で「乗らないバ

イク・・・」「動かないバイク・・・」といった具合に

バイクの状態を口にするたび、「雨上がり決死隊」の

お二人が思い入れたっぷりに「買いトルビア～ン」

と応答。バイク王は、どんな状態のバイクでも買い取

り可能であること※を情感を込めて訴求しています。 

シネマティックな映像とBGMにもどうぞご注目

ください。 

※車輌の状態によっては、処分・再生料をいただく場合がご 

 ざいます。 

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

るバイク王の認知度向上、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。 

 
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 
  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

オートバイ買取専門店「バイク王」の新ＣＭ 

「買いトルビアン」編を 7 月 13 日から放映開始 



 

 

2011 年 二輪中古車買取台数

株式会社矢野経済研究所調べ  
(2012 年 4 月現在)

■CM 概要 

●CM 名       「買いトルビアン」編(15 秒) 

●CM 放映      2012 年 7 月 13 日(金)より順次 

●放送エリア   全国(一部地域を除く)   

 

■「買いトルビアン」編(15 秒)について 

ミステリアスな謎の外国人女性と、査定員に扮した「雨上がり決死隊」のお二人が、空間を超えて

やりとりする、不思議だけど分かり易い CM。まるでヨーロッパ映画のような映像とサントラで、高

級面白広告を目指しました。 

(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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■撮影について 

ドーバー海峡でロケ? いえいえココは千葉の外房です。日本に 1 台しかないカメラと凝った美術装飾

で、日本をヨーロッパに変えてみました。日本語が全く話せないモデルの女性も特訓のかいあって、イイ

感じのカタコト日本語で喋っています。「雨上がり決死隊」のお二人も気分はフランス人。雰囲気出してく

れました。芸人さんというより役者さんでした。 

(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) 
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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 31 日(42 歳) 1968 年 1 月 8 日(44 歳) 
【身長】 169cm 166cm 
【体重】 68kg 56kg 

 
【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> 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(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(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 ゲイリー芦屋 マニュアル・オブ・エラーズ

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 

 

 

■クリエイティブディレクター・プロフィール 

加藤 良１ (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。 
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