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＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社バイク王＆カンパニー 経営企画グループ：石川、山下 TEL：03-6803-8855 mail：prir@8190.co.jp 

株式会社スクランブル プランニング局：髙島、小野 TEL：03-6894-6895 mail：bike-o@scramble.jp 

 

 

 

 

  

 

「バイクライフの生涯パートナー」をビジョンに掲げ、事業を展開する株式会社バイク王＆カンパニー

（代表取締役社長執行役員：石川秋彦、本社：東京都港区、証券コード：3377、以下「当社」）は、タカ

ハシシンノスケさん演じる主人公の「バイクの買い替えと手放し」を描いた CM（以下「本 CM」）を 2021

年 7 月 1 日(木)より YouTube にて公開いたします。また、公開記念として Twitter にて誰でも参加でき

る「毎日当たる！バイク王新 CM ダブルプレゼントキャンペーン」を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 CM は、2021 年 1 月に放映した当社 CM でお客さん役として話題になったタカハシシンノスケさん

がライダーの青年役で登場します。また、こちらも SNS で話題の小日向ゆかさんが店舗スタッフ役で登

場。大学時代から大人になり、愛着のあったバイクと別れを迎えようとする青年と、バイクの手放しをサ

ポートする女性スタッフが織りなすドラマ仕立ての CM となっております。そして、CM ソングを歌うの

は歌ネタで大人気のずま（虹色侍）さん。出演者それぞれの個性が際立つ CM となっています。ぜひ楽し

みながらご覧ください。 

■誰でも参加できる！Twitterでクイズに答えるだけでQuoカード Payが毎日当たる！ 

2021 年 7 月 1 日(木)～7 月 31 日(土)の期間中、バイク王公式 Twitter アカウント（BikeLife Lab 

supported by バイク王／@bikelifelab）をフォローして、キャンペーンツイートのクイズに正解した方の中

から抽選で、毎日 5 名様に Quo カード Pay 1,000 円分をプレゼント！ 

そしてダブルキャンペーンとして、期間中にフォローしてくれた人の中から抽選で 5 名様に Quo カー

ド Pay 30,000 円分をプレゼントいたします。 

※注意事項は下記のキャンペーン概要をご覧ください。 

※キャンペーンサイト URL：https://www.8190.jp/wish/ds/campaign/cm2021_present/ 

報道関係者各位 2021 年 7 月 1 日 

株式会社バイク王＆カンパニー 

 

  バイク王新 CMに、SNSでバズったアノ人たちが出演！ 
  CMソングは歌ネタで人気のずま（虹色侍）さんが担当 

  ～毎日当たる新 CM公開キャンペーンも実施～ 

『あの日の憧れ』篇（1分 7秒）：https://youtu.be/fqIfpIlCqh4 

『相棒とのお別れ』篇（1分 13秒）：https://youtu.be/3hFjm3Bc9CU 

https://twitter.com/bikelifelab/
https://www.8190.jp/wish/ds/campaign/cm2021_present/
https://youtu.be/fqIfpIlCqh4
https://youtu.be/3hFjm3Bc9CU


 

 

＜キャンペーンCMについて＞ 

CMストーリー 

●『あの日の憧れ』篇 

一人の青年が、大学時代に買ったバイクの売却で悩んでいるシーンから始まります。思い出の詰まった

バイクと別れるのはつらいが思い切って乗り換えを決心する青年が、インターネット検索で見つけたのは

バイク王でした。無料出張買取サービスを利用することにした当日、自宅アパートに買取の訪問をしてく

れたのは女性スタッフ。青年は思わずドキドキしてしまいます。バイクの買い取りをしてもらった青年は、

後日、新しいバイクを探しにあの女性スタッフがいるバイク王へ行きます。そして、青年の部屋のコルク

ボードには思い出のバイクと共に、新しいバイクの写真が貼られます。バイクの買い替えにより、新しい

思い出が増えていくことを予感させるストーリーとなっています。 

『あの日の憧れ』篇（1分 7秒） ストーリーボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●『相棒とのお別れ』篇 

ライダーの青年は、仕事が忙しくなり愛車のバイクにまったく乗ることができていません。そんなある

日の仕事帰り、青年は自宅アパート前で愛車のバイクにふと目を向けると、愛車との楽しかった思い出が

蘇ってきました。しかし埃をかぶった愛車の輝きはもう取り戻せません。数日後、買い物の帰り道で出会

ったのは、バイク王の店先でバイクを磨く女性スタッフ。バイク王ならどんな車種でも買いとってくれる

ことを知り、青年は愛車を手放すことを本格的に検討し始めます。女性スタッフの出した査定結果に驚き

ながらも、愛車が引き取られていく最後の姿に涙ぐむ主人公の様子は、ライダーならきっと共感できるの

ではないでしょうか。 

『相棒とのお別れ』篇（1分 13秒） ストーリーボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

タカハシシンノスケさん コメント 
タカハシシンノスケ です！「ミニ店長登場篇」に続き、出演できて光栄です！しかも、今度は僕メイ

ンの企画にしていただき...感謝しかないです...！バイク王さんの映像は毎回遊び心に溢れていて大好

きなのですが今回の映像は CMの枠を超えてショートフィルムのような世界観に仕上がっています！コミ

カルだけどなんだか感動してしまう...そんな風に感じて頂けたら嬉しいです。 

メイキングエピソード 
一日目は東扇島で撮影でした。主人公が憧れの

XJR1300（大型バイク）に乗り換えた最初のツーリング

でバイク仲間たちに自慢するシーンでした。前日の雨が

嘘みたいに晴れて、すごく気持ち良かったです！川崎の

工場地帯をバックに海風を感じながら撮影できて最高の

ロケーションでした！実際になんのバイクに乗るかは聞

かされていなかったので、現場で XJR1300 を見たらテ

ンション上がりました！憧れのバイクの一つでもあるの

でまたがってみたらニヤニヤしてしまいました...！そ

ういった意味では主人公の気持ちがリアルに表現できた

かと思います（笑） 

他にも Ninja250、スーフォアのボルドールなど素敵なバイクたちに囲まれて幸せでした...！次の現場

では、前回も「ミニ店長登場篇」でお世話になったバイク王相模大野店での撮影でした！バイク王相模大

野店は表にたくさんバイクが展示されていて、撮影の合間に新しいモデルのバイクを見たりしていてここ

でも眼福...という気持ちでした（笑） 

撮影の待機中は普段入ることのない整備室で待っていて、組みかけのバイクや修理中のパーツがあって

見ていて飽きなかったです。工具マニアでもあるので、なんの工具を使っているんだろう...と眺めてい

ました。前回に続いてここに来られて良かったです！ 

スタッフ役の小日向さんとは今回初めましてでした！とても気さくな方で、お芝居がやりやすかったで

す。キュートさが溢れ出していて、バイク王さんの作業着を着てもかわいいという異常事態が起きてまし

た。 

小日向ゆかさん コメント 
今回は出演させて頂き、ありがとうございます！バイク王さんのキャッチーで、インパクトのある CM

をいつもテレビでみていたので、すごく嬉しいです！アニメの登場人物に憧れて大型のバイクに乗れるよ

うになりたい！と思っていたのですが「運動神経が悪いからやめておけ」と母に言われたのを思い出しま

した。いつかバイクが似合うカッコイイ女性になれたらいいなぁ... 

メイキングエピソード 
撮影日の前日まで、天候が悪かったのですが、撮影当日は快晴！日差しがすごく強くて目が開きません

でした！スタッフの方々もみんなまっ赤に日焼けをしていて、海にでも行ってきたみたいになってしまっ

てました。手が重なり合うシーンがあったのですが、動画チェックの時に、監督さんが笑っていればいる

ほど、OK を出してもらえることに気がついて笑ってしまいました...（笑） 

ずま（虹色侍）さん コメント 

自分が発信した音楽がそのまま企業の心を動かすことができ、CM ソングという形となったこと、さら

に、普段からバイクが好きでバイクに乗っている中で、有名なバイク王さんとご一緒にお仕事ができたこ

とが、率直にうれしかったです。スタッフさんも優しくとてもアットホームな収録となり、収録現場でも

過ごしやすかったです。ありがとうございました！ 

 

制作スタッフコメント 

全体統括： クリエイティブディレクター  松井一紘 （株式会社ｘｐｄ） 

今回は人間ドラマにチャレンジしてみました。バイク王さんはモノのやりとりをしているのではなく、

人の思い出を大切にやりとりしていると思ったからです。涙あり、笑いあり、人間あり、そしてそこにバ

イクあり。一人でも多くの方の心に届けばいいと願うばかりです。 



 

 

企画意図や演出に関して： 監督  小林哲也（株式会社 TYO）  

今回はテレビ CM で話題になったタカハシシンノスケさんを主演にし、バイクとの「出会い」「憧れ」「別

れ」という一人のライダーライフを描いたヒューマンドラマになっています。更に、いつも悩めるバイカ

ーに寄り添うバイク王スタッフ役に小日向ゆかさんを迎え現場は楽しく撮影を終えられました。 

音楽は YouTube 動画が TV でも取り上げられたずま（虹色侍）さんの協力を得て豪華な仕上がりとなり

ました。細部までこだわった絵作りにも注目して頂けたら幸いです。 

キャンペーン CM概要 
CM名 『あの日の憧れ』篇（1分7秒） 

『相棒とのお別れ』篇（1分13秒） 

CM放映 2021年7月1日(木)より公開予定（YouTubeチャンネル） 

出演者 タカハシシンノスケ、小日向ゆか、ずま（虹色侍）※CMソング 

放送エリア YouTube 

CM動画URL 『あの日の憧れ』篇：https://youtu.be/fqIfpIlCqh4 

『相棒とのお別れ』篇：https://youtu.be/3hFjm3Bc9CU 

■タカハシシンノスケさん プロフィール 
 

 

 

 

 

 

 

■小日向ゆかさん プロフィール 

 

 

 

 

 

 

■ずま（虹色侍）さん プロフィール 

"『テーマ（お題）』さえあれば、５秒で曲を作れる"という即興作曲を武器に、シーン

を問わず活動を続ける。地上波を含む多数のＴＶメディア出演のみならず YouTube、

Twitter、TikTok 等のネット媒体でも異彩を放ち、その注目度は更に勢いを増している。 

有名人のツイートから即興で曲を作りリプライで贈るシリーズや、Twitter 文化のミー

ムを狙った投稿など、SNSを戦術的に利用した新しい形の音楽の発信方法を体現している。 

 

＜「毎日当たる！バイク王新 CMダブルプレゼントキャンペーン｣概要＞ 

期間 2021年7月1日(木)9:00～2021年7月31日(土)23:59 

※応募参加ツイートは毎日9：00～翌日8：59まで。最終日は23：59まで 

内容 上記期間中にバイク王公式アカウント（@bikelifelab）をフォローして、対象ツイート

のクイズの正解だと思う選択肢を選び、正解した方の中から抽選で Quo カード Pay

をプレゼント。 

プレゼント内容 賞品A QUOカードPay 1,000円分（7月1日～31日の期間中、毎日5名様） 

名前        ：タカハシシンノスケ 

生年月日      ：1993/1/20 

出身地       ：KAWASAKI（神奈川県） 

身長        ：173cm 

特技        ：ギター、利き排気音 

趣味        ：電子音楽作り、不動産広告集め 

好きな食べ物    ：ネギ 

乗ってみたいバイク ：CBR600RR,DR-Z400SM,V-MAX 

名前        ：小日向ゆか 

生年月日      ：1997/8/26 

出身地       ：群馬県 

身長        ：160cm 

特技        ：猫と仲良くなる 

趣味        ：アニメ、コスプレ、1人カラオケ 

好きな食べ物    ：パフェ 

乗ってみたいバイク ：大きくて速そうなもの 

https://youtu.be/fqIfpIlCqh4
https://youtu.be/3hFjm3Bc9CU
https://twitter.com/bikelifelab/


 

 

賞品B QUOカードPay 30,000円分（5名様） 

応募方法 ①バイク王公式Twitter（https://twitter.com/bikelifelab/）をフォロー 

②対象ツイートのクイズに参加し、正解だと思う選択肢を選びツイートしてください 

※①②を満たしていれば応募完了 

抽選結果 ・賞品A 当選者には、自動返信にて当選のご連絡が送信されます。後日、キャンペー

ン事務局よりTwitterのダイレクトメールに、送付先確認をお送りします。 

賞品の到着までに、2週間程度お時間を頂く場合がございます。 

・賞品B 2021年8月以降に抽選を行います。抽選後、当選者には、キャンペーン事務

局よりTwitterのダイレクトメールに、送付先確認をお送りします。 

賞品の到着は、9月上旬を予定しております。 

応募資格 日本国内にお住みで応募規約に同意して頂いた方 

賞品について ・やむを得ない事情により、賞品は予告なく変更となることがあります。 

・メールにてお送りするURLを紛失した場合または盗難・改ざんされた場合であっても、

再発行はできません。 

・賞品の到着までに当選連絡から2週間程度を想定しておりますが、諸事情により遅れ

る場合がございます。 

・QUOカードPayの有効期限はカード発行日を含む３年間となります。 

・発行したQUOカードPayはQUOカードPayの利用約款に基づきご利用ください。 

・株式会社クオカードは、本キャンペーンのスポンサーではありません。 

・QUOカードPayおよびQUOカードPayロゴは、株式会社クオカードの登録商標です。 

※QUOカードPayの使用条件等は下記URLをご確認ください。 

https://www.quocard.com/pay/use/ 

【QUOカードPayに関するお問い合わせ】 

https://www.quocard.com/pay/contact/list/ 

ご注意事項 ・キャンペーンに応募する前に、必ず応募規約をお読みください。キャンペーンに応募

した場合は、応募規約に同意したものとみなされます。 

・本キャンペーンは、毎日抽選の為、期間中毎日応募は可能ですが、同一人物による複

数アカウントでの連続応募など、当社の公正なキャンペーン運営を妨害する行為と当

社が判断した行為があった場合、事前予告なく当選を無効とさせていただく場合がご

ざいます。 

・ご当選の権利はご当選者様ご本人のものとなり、ご家族・ご友人等への譲渡、転売、

換金はできません。 

・キャンペーンの応募状況および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えしかねます

ので、あらかじめご了承ください。 

個人情報の取り扱

い 

お客様の個人情報を、お客様の同意なしに、業務委託先以外の第三者に開示・提示する

ことはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く) 

お問い合わせ先 キャンペーン事務局メールアドレス：campaign@8190.co.jp 

(お返事まで2営業日ほどいただく場合がございます) 

キャンペーン特設

サイトURL 

https://www.8190.jp/wish/ds/campaign/cm2021_present/ 
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