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ついに CM 契約 11社目 !! 女優・吉田羊さん
CM 初出演！アジアで大人気の若手注目俳優・古川雄輝さん

2 人のドラマチックな人生を旅に例えた
バッグ＆ラゲージブランド『ace.』初 TV-CM
2016 年 3 月 12 日（土）よりオンエア開始
バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、
バッグ＆ラゲージブランド『ace.』（以下、エース）（初年度目標：上代 100 億）の初となる TV- CM を、
2016 年 3 月 12 日（土）より全国主要都市にて放映開始いたします。
CM では、現在 11 社（エース株式会社を含む）と CM 契約を結び、益々勢いを増す女優の吉田羊さんと、
日本のみならずアジア圏で人気を博す注目の若手俳優の古川雄輝さんの２名を起用。古川さんは今回が初
の CM 出演となります。

● バッグ＆ラゲージブランド『ace.』について
1940 年に創業し、日本初のナイロンバッグを開発。その後 50 年以上に亘り唯一の日本製スーツケース
を作り続けるバッグのリーディングカンパニー・エース株式会社が、社名を冠して 2016 年に立ち上げた
バッグ＆ラゲージブランドです。ブランドのクリエイティブディレクターには世界的なデザインオフィス
「nendo」の代表である佐藤オオキ氏が就任しており、CM 制作にも監修しています。
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● CM 概要
【CMタイトル】
「登場 - ふたり篇」
（30 秒）／「登場 - 吉田羊篇」
（15 秒）／「登場 - 古川雄輝篇」
（15 秒）
3 パターンが順次放映されます。
【放送開始日】2016 年３月 12 日（土）
【放送地域】全国主要都市（1 都 1 府 10 県）
【ＵＲＬ】https://www.ace-dot.com/
● CM ストーリー
ブランド初のＣＭ「登場篇」では、女優の吉田羊さんと俳優の古川雄輝さんを起用いたしました。
２人のこれまでの人生を 旅 になぞらえ、その旅のパートナーとしてエースのスーツケースが登場します。
「登場篇」はビルの屋上に佇み、遠くを見つめる横顔からスタート。スーツケースを手に取り歩き出します。
吉田羊さんは白いスーツケースを手に、デビューから10 年間 小さな劇場の舞台に立ち続けたことを、
古川雄輝さんは青いスーツケースを手に、可能性を試すため高校入学と同時に単身アメリカへ渡ったことを
思い返しながら、さらなる人生という名の旅に向けエースのスーツケースと共に歩き出します。
◆「登場 - ふたり篇」
（30 秒）

古川さん「高校入学と同時に一人でアメリカに渡った」

吉田さん「デビューから 10 年間、小さな劇場の舞台に立ち続けた」

「気持ちは、あの頃と変わらない」

道は、続く。 Join the dots.

「自分の可能性を試したかった」

「ガムシャラだったその頃の日々が、今日の自分を支えている」
「女優という名の旅はこれからも続いていく」

「エース」
「エース」
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● 撮影エピソード
◆ 両極端な２人のキャスト
寒風吹きすさぶ都内のビル屋上にて撮影は行われました。
早朝にも関わらずテンション高く、笑顔の絶えない吉田羊さんと、打って変ってマイペースに、しかし確実
に演技をこなす古川雄輝さんという両極端なキャストのお二人。
ダウンコートを着ても震える程の気温にも関わらず、春夏仕様の衣装での撮影は過酷そのもの。寒さを感じ
させず、ＮＧもほとんど出さず監督の要望に的確に応えて演技する姿は、お二人とも「さすが！」の一言でした。
吉田さんは始終明るく撮影を盛り上げてくださり、最初は緊張気味だった古川さんも撮影が進むにつれ打ち
解けて、一押しのラーメン屋さんを紹介してくれるなど、和やかで楽しい雰囲気の中での撮影となりました。

● 出演者プロフィール
吉田 羊（よしだ よう）さん
小劇場の舞台女優として活動を始め、2014 年「HERO」出演で一躍ブレークを
果たす。同ドラマにて「東京ドラマアウォード 2015」の助演女優賞を受賞し、
「第 39 回日本アカデミー賞」では「映画 ビリギャル」で 2016 年優秀助演女優
賞を受賞するなどこれまで各賞に選出。大河ドラマ「真田丸」出演、映画「嫌な女」
で映画初主演が決定するなど、さらに活躍の場を広げている。
古川 雄輝（ふるかわ ゆうき）さん
2010 年芸能界デビュー。2013 年にドラマ「イタズラな Kiss」が日本と中国で
配信され、翌年には中国版 twitter「weibo」のフォロワー数が 100 万人を突破。
大河ドラマ「八重の桜」、ドラマ「5→9 私に恋したお坊さん」に出演。日韓合作
映画「風の色」に主演するなど、日本のみならずアジア圏で人気を博している。
● クリエイティブディレクタープロフィール
デザインオフィス「nendo」代表 佐藤オオキ（さとう おおき）さん
1977 年カナダ生まれ。
00 年 早稲田大学理工学部建築学科首席卒業。
02 年 同大学院修士課程修了、同時にデザインオフィス nendo を設立。
05 年 nendo ミラノオフィス設立。
06 年 Newsweek 誌「世界が尊敬する日本人 100 人」に選出される。
12 年 Wallpaper* 誌（英）および ELLE DECO INTERNATIONAL DESIGN AWARD
にて Designer of the Year を受賞。

www.nendo.jp

作品は MoMA（米）、ポンピドゥーセンター（仏）、V&A 博物館（英）など世界の美術館に収蔵されている。
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● 商品概要
◆ 吉田羊さん使用モデル
商品名：リップル F
素材 ： ポリカーボネイト
カラ― ： 01. ブラック ■

06. ホワイト □

09. シルバー ■

特徴：枯山水にも用いられる、水面に広がる

波紋 の自然美を

イメージしたリブデザインがポイント。キャスターを固定
できる「キャスターストッパー」を装備。
品番

サイズ（総外寸）

重量

容量

価格（税抜）

05551

54×37×23cm

3.7ｋｇ

32L

32,000 円

05552

61×43×25cm

4.4kg

49L

34,000 円

05553

69×48×26cm

5.2kg

66L

36,000 円

05554

76×52×28cm

5.9kg

87Ｌ

39,000 円

※CM 使用

◆ 古川雄輝さん使用モデル
商品名：ロックペイント Z
素材 ： ポリカーボネイト
カラ― ： 01. ブラック ■
10. レッド ■

04. グリーン ■

13. イエロー ■

07. パープル ■

15. ブルー ■

特徴：日本画材料として使用されている顔料 岩絵具 の色彩から
イメージした、鮮やかで発色の良いカラーバリエーション
が特徴のジッパータイプのハードケース。
品番

サイズ（総外寸）

重量

容量

価格（税抜）

05621

55×36×24cm

2.7kg

34L

18,000 円

05622

62×42×25cm

3.5kg

47L

20,000 円

05623

67×47×28cm

3.9kg

65L

22,000 円

本件に関するお問い合わせ

エース株式会社

※CM 使用

エース株式会社（渋谷区神宮前 1-4-16）マーケティング部
TEL：03-5843-0607

森川泉

FAX：03-5843-0608

MAIL：i-morikawa@ace.jp

HP :

www.ace.jp

会社概要

【東京本社】〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-4-16

神宮前 M-SQUARE

【大阪本店】〒541-0059 大阪市中央区博労町 4-5-2
社名

： エース株式会社

創業

： 1940 年 1 月 1 日

ACE Co.,Ltd.

資本金

： 14 億 1000 万円

代表者

： 代表取締役社長

森下宏明

従業員数 ： 1405 名 (2015 年 12 月 21 日現在・連結 )
事業内容 ： 旅行バッグ、スーツケース、ビジネスバッグ、スポーツバッグ、ファッションバッグ、
旅行小物などの製造卸
売上高

： 323 億円 (2015 年度・連結 )

URL

： http://www.ace.jp

系列会社 ： エースラゲージ株式会社、エース物流サービス株式会社、エースサービス株式会社、
株式会社エーストレーディング、株式会社グローバルプロジェクト、Zero Halliburton Inc.、
ACE ITALIA S.R.L、SINGAPORE ACE PTE.LTD.、
ACE HONG KONG LUGGAGE CO.,LTD.、ACE MALAYSIA LUGGAGE SDN.BHD.
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