NEWS RELEASE
報道関係者各位

2018年3月27日

情報解禁：3 月 28 日（水）0：00 〜
※ CM 動画データのダウンロードに関しては 5 枚目をご覧ください ※

デキる先輩を演じる吉田羊さんの「アーハ〜ン？」に
後輩・古川雄輝さんタジタジ！？
バッグ＆ラゲージブランド『ace.』新 CM「チェックイン」篇
2018 年 3 月 28 日（水）より WEB 動画公開、4 月４日（水）より全国放映開始
バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区）は、バッグ＆ラゲージブランド『ace.』（エース）の
新 TVCM「チェックイン」篇を、3 月 28 日（水）より WEB 動画公開、４月 4 日（水）より全国放映を開始します。

● 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 年以上にわたり唯一の日本製スーツケースを作り
続けるエース株式会社が、社名を冠し 2016 年に立ち上げたバッグ＆ラゲージブランド『ace.』。旅を快適にす
る滑らかな走行を実現するスーツケースを、旅行需要の高まるゴールデンウィークを前に TVCM で訴求します。
● ＣＭについて
本ＣＭは 2016 年放映の第一弾「登場」篇、第二弾「旅立ち」篇に引き続き、俳優の吉田羊さん・古川雄輝さんを
起用しました。海外出張先でホテルにチェックインしようとするも、まくし立てるような英語に「アーハ〜ン？」
を連発する先輩・吉田さんを、後輩・古川さんが流暢な英語で助けます。そんな２人の傍らには滑らかに動くスー
ツケースが。「『ace.』のスーツケースと世界中を旅して欲しい」というメッセージをコミカルなドラマ仕立てで
描いています。
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● ＣＭ概要
【CMタイトル】
「チェックイン」篇（30 秒／ 15 秒）
【公開開始日】2018 年 3 月 28 日（水）より WEB 動画公開、4 月 4 日（水）より全国放映開始
● ＣＭストーリー
海外出張中の先輩・吉田羊さんと、後輩・古川雄輝さん。軽やかに『ace.』のスーツケースを引き、颯爽と
ホテルにチェックインしようとするデキる先輩の吉田さんでしたが、フロント係のまくし立てるような英語に
「アーハ〜ン？」と答えるのが精いっぱい。それを見かねた古川さんが流暢な英語でチェックインを済ませます。
「子供の頃、海外暮らしだったんで」古川さんのカミングアウトに、後輩に恥ずかしい姿を見られた吉田さんは挑
戦的に「アーハ〜ン！」と答え、逃げるように『ace.』のスーツケースを手に取り、足早に歩き出します。
「チェックイン」篇（30 秒）
吉田さん）
あなた、英語出来るんじゃない。
古川さん）
子供の頃、
海外暮らしだったんで…

吉田さん）
チェックインしてくる。

吉田さん）
アーハ〜ン！

古川さん）
了解です！

吉田さん）
ハーイ！

古川さん）
アーハ〜ンって！？

フロントマン）
Hello ！ How are you ?
吉田さん）
アイムファイン
フロントマン）
Are you ready to check-in ?
Do you have a reservation ?

Title：
道は、続く。
Join the dots.

吉田さん）
アーハ〜ン？

フロントマン）
Oh ! How many people
in your party ?
How many ○※□…
吉田さん）
アーハ〜ン…？

古川さん）
先輩、待って下さいよ〜
吉田さん）
アーハ〜ン
吉田さん・古川さん Na）
エース

古川さん）
We have a reservation
under Yoshida and Furukawa.
We

d like to check-in.

フロントマン）
Of course,sir.
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● 撮影エピソード
CM 撮影が行われたのはクラシカルなホテル。フロントを舞台に、
先輩である吉田さんと、その後輩という設定の古川さんが、
コミカルな海外出張シーンを演じました。
「再び後輩を演じられてとても楽しみです」と語る古川さんは、
ご本人の特技でもある語学力を生かし
を演じることに。対する吉田さんは

意外と頼もしい
デキる先輩

後輩

を演じるこ

とについて「最近お母さん役が増えてきたんですけど、格好良
い役を演じる数少ない現場なので楽しみにしてきた」と語って
くれましたが、今回はおどけた部分を演じることについて、
「CM のキャラクターがリアルな吉田羊に寄せてきた」と笑いつ
つも、人間味のある設定がお気に入りと語って頂きました。
キャリアウーマンのチャーミングなギャップを演じる吉田さん。
「アーハ〜ン？」のバリエーションの多さは流石の一言でした。
予想外の行動をする先輩に翻弄されながらも、絶妙なアシスト
を繰り出す古川さんとの息のあった掛け合いに、あちこちでク
スクスと笑いが沸き起こり、終始和やかな収録となりました。

● 出演者プロフィール
吉田 羊（よしだ よう）さん
20 代に舞台女優としてデビューし、30 代で映像へ活躍の場を広げ、連続テレ
ビ小説『純と愛』、ドラマ『HERO』などで注目を集める。
最近の出演作にドラマ『コウノドリ』、映画『ボクの妻と結婚してください。』、
舞台『子供の事情』など。今年は、映画『ラブ × ドック』『コーヒーが冷めな
いうちに』『母さんがどんなに僕を嫌いでも』などが公開される。
秋には WOWOW「コールドケース２」が放送予定。
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す。
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● 製品概要
ace. リップル Z ≪吉田 羊さん使用モデル≫
素材：ポリカーボネート
カラ― ：ブラック、ネイビー 、グリーン 、レッド
特徴：「キャスターストッパー」「ワイヤーロック」搭載。
品番

サイズ（総外寸）

重量

容量

価格（税抜）

06241

54×35×25cm

3.2kg

35L

26,000 円

06242

69×47×26cm

4.4kg

67L

30,000 円

06243

76×51×28cm

5.0kg

93L

33,000 円

※CM 使用

ace. パリセイド Z ≪古川 雄輝さん使用モデル≫
素材：ポリカーボネート
カラ― ： ブラックカーボン、ネイビーカーボン、ホワイトカーボン、
ヘアラインブラック、ヘアライングリーン、ヘアラインピンク
特徴：「手が痛くなりにくいハンドル」「静音双輪キャスター」搭載
品番

サイズ（総外寸）

重量

容量

価格（税抜）

05580

45×35×20cm

2.5kg

22L

18,000 円

05581

50×40×25cm

3.3kg

36L

21,000 円

05582

54×36×23cm

3.0kg

33L

19,000 円

05583

62×42×25cm

3.5kg

48L

21,000 円

05584

67×46×26cm

4.0kg

62L

24,000 円

05585

72×50×34cm

4.6kg

98L

28,000 円

05586

64×42×27cm

4.3kg

52L

24,000 円

05587

77×52×28cm

4.8kg

88L

27,000 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

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 ： 1674 名 (2017 年度・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

： 330.2 億円 (2017 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.、ZERO HALLIBURTON(China)
【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
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※ CM 動画データのダウンロードに関しまして ※
動画の放送可能期間：3 月 28 日（水）0：00 〜 5 月 1 日（火）0：00
『ace.』の TV-CM の動画データをご用意しました。
お手数をお掛けしますが、下記 URL で ダウンロード頂けます。

https://www.ace.jp/press
ユーザー ID : ace
パスワード : ace-dot

● ダウンロード可能な動画データは下記の通りです。

TV-CM 登場 - チェックイン篇 30 秒
MOV 形式
MP4 形式
メイキング＆インタビュー
MP4 形式
何卒宜しくお願い申し上げます。
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