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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、

2021 年 8 月 20 日(金)より「2021 年その場でもらえる 10,000 円キャンペーン」（以下「当キャンペ

ーン」）を実施いたします。それに合わせ当社イメージキャラクターである、つるの剛士さん出演の買取

キャンペーン CM『接客上手のミニ店長』篇（以下「本 CM」）を放映いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『接客上手のミニ店長』篇（15 秒）：https://youtu.be/8zHyZi3H5ls 

 

本 CM は、つるの剛士さん演じる「うるのたかし店長」と、店長そっくりな人形の「ミニ店長」の掛

け合いが楽しい「ミニ店長シリーズ」で、今回で 3 作目となります。 

毎回個性的なお客様がバイク王に来店しますが、今回はマッチョなお客様が来店。そんなお客様に慣

れた様子で「126cc 以上のバイクをご売却で、10,000 円分の QUO カードをプレゼントするキャンペー

ン」をお客様にアピールするミニ店長。そんなミニ店長の接客に、うるの店長は嫉妬したのか妨害をし

てしまいます。必死に抵抗するミニ店長が思わず叫んだ言葉とは？セリフや動きなど細部にまでこだわ

った演出も見どころとなっています。ぜひ楽しんでご覧ください！ 

「その場でもらえる 10,000 円キャンペーン」特設サイト：https://www.8190.jp/lp/campaign/quo_campaign/ 

■126cc以上のバイク売却で「その場でもらえる 10,000円キャンペーン」 

当キャンペーンでは、2021 年 8 月 20 日(金)～10 月 10 日(日)の期間中※1にバイク王フリーコール

（通話料無料）の 0120-50-8190 またはメールで無料出張買取をお申し込み※2いただき、126cc 以上

のバイクをご売却いただいた方に、「10,000 円分の QUO カード」を買取当日、その場でプレゼントい

たします※3。 

バイクのご売却やお乗り換えをご検討中の方は、ぜひこの機会にバイク王をご利用ください。 

※1 申込期間になります。成約期間は 8 月 20 日(金)～10 月 17 日(日)です。 

報道関係者各位 2021 年 8 月 20 日 

株式会社バイク王＆カンパニー 

 

  バイク王、「その場でもらえる 10,000円 
  キャンペーン」で買取を強化！ 

   ～毎日あたる！キャンペーン新 CMクイズに答えて Wチャンス！～ 

https://youtu.be/8zHyZi3H5ls
https://www.8190.jp/lp/campaign/quo_campaign/


 

 

※2 比較サイト経由のお申し込みの場合と、査定した結果リユース料が発生した場合は、キャンペーンは適用されません

ので、あらかじめご了承ください。 

※3 注意事項は下記のキャンペーン概要またはキャンペーン特設サイトをご覧ください。 

 

■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 8 月 20 日(金)12:00～10 月 10 日(日)23：59 の期間中、バイク王公式 Twitter アカウント

（Bike Life 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※！ 

※注意事項は下記のキャンペーン概要またはキャンペーン特設サイトをご覧ください。 

「毎日当たる！バイク王新 CM クイズキャンペーン｣特設サイト：https://www.8190.jp/wish/ds/campaign/cm2021_present/ 

 

＜キャンペーンCMについて＞ 

『接客上手のミニ店長』篇（15秒） ストーリーボード 

 

つるの剛士さんコメント 

皆さま！バイク王、うるのたかし店長です。さて、新 CM 毎にご来店されるキャラクターの濃ゆいお

客さまですが、今回ご来店のマッチョなお客様。CM 内ではひと言も言葉を発しませんが、なんと現役ボ

ディビルダーの清水泰地さん。撮影の合間もステキな笑顔で筋トレについて熱く話してくれました。触

らせて貰った胸筋はハーレーのタンクのようでした。すっかり接客にも慣れたミニつるの店長。もしお

店で見かけたら話してやってください！笑 

 

制作スタッフコメント 

ディレクター  小林哲也（株式会社 TYO）  

今回はついにミニ店長自ら接客をするストーリーです。このシリーズで一番動きます。一番喋りま

す。ミニ店長ってあんなに機敏に動けたんですね…。ダブル店長による凸凹コンビのやりとりがコミカ

ルに描けたと思います。 

ラストのミニ店長の一言はいろいろ録りましたがやっぱりあの一言になりました。 

 

https://twitter.com/bikelifelab/
https://www.8190.jp/wish/ds/campaign/cm2021_present/


 

 

クリエイティブディレクター・コピーライター  松井一紘 （株式会社ｘｐｄ） 

ミニ店長シリーズ第３弾です。今までうるのたかし店長はミニ店長に対して愛らしく思っていたので

すが、彼の接客があまりにも上手いもので、いつしか嫉妬心を抱き始めていました。それでも我慢して

いた大人なうるのたかし店長でしたが、ミニ店長がマウンティングしてくるものだから、つい…。うる

のたかし店長の手が、ミニ店長をがしりと掴むと、漏れ出てきた声はなんとあの人の声…。なぜコウメ

太夫さんの声が漏れてきたのかスタッフ一同いまだにわかりません。 

 

キャンペーン CM概要 
CM名 『接客上手のミニ店長』篇（15秒） 

CM放映 2021年8月20日(金)より順次、YouTubeチャンネルでも公開予定 

出演者 つるの剛士、コウメ太夫（ミニ店長の声） 

放送エリア 全国 （一部地域を除く） 

CM動画URL 『接客上手のミニ店長』篇：https://youtu.be/8zHyZi3H5ls 

 

■つるの剛士さん プロフィール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コウメ太夫さん プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

＜「2021年その場でもらえる 10,000円キャンペーン」 概要＞ 

キャンペーン期間 お申し込み …2021年8月20日(金) ～ 10月10日(日) 

ご成約   …2021年8月20日(金) ～ 10月17日(日) 

キャンペーン内容 上記期間中に当社へ無料出張買取をお申し込みいただき、126cc 以上のバイクをご

売却いただいた方に「10,000 円分の QUO カード」を買取当日その場でプレゼン

ト。 

対象者 下記のお申し込み方法で出張買取をお申し込みいただき、126cc以上のバイクを

ご売却いただいた方。 

本名    靏野 剛士（つるの たけし） 

生年月日  1975年 5月 26日（46歳） 

出身地   福岡県北九州市 

現住所   神奈川県藤沢市（ふじさわ観光親善大使） 

血液型   B型 

趣味    将棋(3段)・釣り・波乗り・キャンプ・バイク 

バンド   「太陽の衝動」「gameboyDJ 8○boyzz」 

      「tsuruno takeshi & Sea candles」 

本名    赤井貴（あかいたかし） 

生年月日  1972年 4月 20日（49歳） 

出身地   東京都 

血液型   O型 

特技    マイケルジャクソン風ダンス 

https://youtu.be/8zHyZi3H5ls


 

 

※比較サイト経由のお申し込みの場合と、査定した結果リユース料が発生した場合は、キャンペーンは適用されませ

んので、あらかじめご了承ください。 

※お電話での申し込みで、販売店で下取りご成約いただいた場合も含みます。 

お申込み方法 下記のいずれかの方法でお申込みください。 

① バイク王公式サイトの申し込みフォーム（詳細は下記のキャンペーン特設サ

イトをご覧ください。） 

② バイク王フリーコール（0120-50-8190） 

キャンペーン特設サ

イトURL 

https://www.8190.jp/lp/campaign/quo_campaign/ 

 
 

＜「毎日当たる！バイク王新 CMクイズキャンペーン｣ 概要＞ 

期間 2021年8月20日(金)12:00 ～ 2021年10月10日(日)23:59 

※応募参加ツイートは毎日12：00 ～ 翌日11：59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 QUOカードPay 1,000円分（8月20日～10月10日の期間中、毎日5名様） 

応募方法 ①バイク王公式Twitter（@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（リツイートorいいね）を選び

回答してください 

※フォローし、正解を選べば応募完了 

抽選結果 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

先確認のメッセージをお送りします。 

賞品のご到着までに、2週間程度お時間を頂く場合がございます。 

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。 

・賞品のご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。 

https://www.8190.jp/lp/campaign/quo_campaign/
https://twitter.com/bikelifelab
https://twitter.com/bikelifelab
https://www.quocard.com/pay/use/
https://www.quocard.com/pay/contact/list/


 

 

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/ 

 

  

プ レ ス リ リ ー ス に 関 す る 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 
  担 当: 石川、山下 
  T E L: 03-6803-8855 
  E-mail: prir@8190.co.jp 
  東京都港区海岸 3-9-15  LOOP-X 13F 

■ 株式会社スクランブル 
 プランニング局 

   担 当: 髙島、小野 
   T E L: 03-6894-6895 

 E-mail: bike-o@scramble.jp 
 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-23-5 JPR 千駄ヶ谷ビル 

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

