2018 年３月 16 日
報道関係各位
株式会社幸楽苑ホールディングス
アソビシステム株式会社

－「幸楽苑」を舞台にした“恋する幸楽苑”シリーズ始動 －

はじめての恋はほのかに“○○○”の味がしました…！？

恋する乙女心を描いた青春ラブストーリーを

「新しい学校のリーダーズ」が熱演！
新 TV-CM 恋 する 幸楽 苑『 ゆ ず塩 野 菜ら ーめ ん 』篇 3 月 16 日（ 金 ）か らオ ン エア

らーめんチェーン「幸楽苑」を展開する株式会社幸楽苑ホールディングス（本社：福島県
郡山市、代表取締役社長：新井田 傳、以下「幸楽苑」）は、幸楽苑の新商品『ゆず塩野菜ら
ーめん』の販売開始にともなうプロモーションの一環として、4 人組ダンスパフォーマンス
ユニット「新しい学校のリーダーズ」を起用した「恋する幸楽苑」CM シリーズ第 1 弾「ゆ
ず塩野菜らーめん」篇（15 秒）を、3 月 16 日（金）より東北 6 県及び静岡、新潟エリア
で放映開始いたします。
また、TV-CM と同じ世界観で描いた「恋する幸楽苑」WEB ムービー「幼馴染」篇、「先
輩」篇、
「すすれない」篇（各 15 秒）を、3 月 16 日（金）0 時より開設する幸楽苑の特設
サイト「KOURAKUEN life」
（https://www.kourakuen-life.com/）で公開いたします。
「新しい学校のリーダーズ」は、アソビシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取
締役：中川悠介、以下「アソビシステム」
）に所属する 4 人組ダンスパフォーマンスユニッ
トで、若者を中心に圧倒的な人気を誇っています。今回アソビシステムからは、若手俳優・
宇佐卓真さんも出演し、同世代の若者の共感を呼び起こします。

新TV-CM 「ゆず塩野菜らーめん」 篇より
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■TV-CM、WEB ムービーについて
「ゆず塩野菜らーめん」は、柚子の酸味がほんのり効いた風味豊かな塩スープに、野菜を
たっぷりトッピングした、後味まで爽やかに楽しめる新メニューです。今回、
「ゆず塩野菜ら
ーめん」の発売に合わせて、若い女性の皆さんにも「幸楽苑」のらーめんがある生活をより
身近に感じてほしいという思いから、
「恋する幸楽苑」をテーマにした新 CM シリーズを制作。
らーめんチェーン「幸楽苑」を舞台に、学生たちの爽やかな恋愛模様を切り取った物語の主
人公として、「新しい学校のリーダーズ」を起用しました。
新 TV-CM「ゆず塩野菜らーめん」篇では、MIZYU さん演じる女子高生と、彼女がひそか
に想いを寄せていたクラスメート（宇佐卓真さん）による、初々しい青春ラブストーリーが
展開されます。ともに実行委員を務める文化祭の買い出しの帰り、二人で入った「幸楽苑」
での食事中、突然彼から「これ飲んでみ？」と勧められ、思わずドキッとする MIZYU さん。
目の前に差し出された「ゆず塩野菜らーめん」のスープを飲んだ彼女が、動揺を隠しつつ、
心の中で呟いた胸キュンなセリフとは……！？
また、TV-CM と同じ世界観で描いた「恋する幸楽苑」WEB ムービー「幼馴染」篇、「先
輩」篇、「すすれない」篇には、それぞれ SUZUKA さん、RIN さん、KANON さんが女子
高生役で登場します。普段と異なる制服やヘアメイクで「新しい学校のリーダーズ」のメン
バー4 人の甘酸っぱい青春を描いた新 CM シリーズにご期待ください。

■撮影エピソード
◇リアルな恋愛物語を演出した設定メモ
撮影に当たり、メンバーの皆さんには、事前にそれぞれが演じる人物の性格や相手役の男
子との関係性、幸楽苑でらーめんを食べるに至った経緯など、設定を細かく記載したメモを
配布。15 秒の映像の中では描かれていない設定や感情を、あえて言葉で説明せず、各々が
妄想とともに膨らませていただくことで、恋愛のリアリティを演出しました。
◇初々しい青春カップルの爽やかな NG にほっこり
恋心を抱く男子と一緒にらーめんを食べる時の恋する表情や、視線の送り方はすべてメン
バーの皆さんのアドリブで、お互いに目を合わせるシーンでは、どちらからともなく照れ笑
いを浮かべてしまう場面も。まさに青春真っ只中のほのぼのとした NG に、周りのスタッフ
もほっこりしました。
◇気になるのはラストカット直後のセリフ！？
TV-CM（1 タイトル）と WEB ムービー（3 タイトル）合わせて、全 4 篇の映像で、新
しい学校のリーダーズの 4 者 4 様の恋愛を描いた今回のシリーズ。いずれの物語も、ラスト
は特にセリフがなく、何か言いたげな表情を浮かべたカットで終わることから、メンバーの
皆さんは「この後、何て言うんだろうね～？」とあれこれ想像を膨らませながら、相手役の
男子と盛り上がっていました。
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■恋する幸楽苑 新 TV-CM「ゆず塩野菜らーめん」篇（15 秒）ストーリーボード

女子 OFF：
ゆずの味がしました。

男子：

店員：

これ飲んでみ？

ゆず入ってるから。

女子 OFF：

女子 OFF：

えっ

ゆず塩野菜らーめん。

女子：

男子：

うん

じゃあね

女子 OFF：
恋する幸楽苑。

男子：
どう？

女子 OFF：
はじめての恋は、
ほのかに
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■出演者プロフィール
◇新しい学校のリーダーズ
踊る、セーラー服と奇行癖。と称され む、
む、む。と、ざわつきながらも、つまらない
現代社会を強く・楽しく生きるべく、個性を
発揮し、許される自由を見つけることで社会
に怒られないレベルでアンチテーゼを投げか
け、“はみ出していく”小さな小さなレジス
タンス。4 人組ダンスパフォーマンスユニッ
ト！それが「新しい学校のリーダーズ」です。
【使用楽曲 リリース情報】
タイトル：
『ピロティ』※新しい学校のリーダーズ１st ALBUM「マエナラワナイ」収録曲
発売時期/価格：2018 年 3 月 21 日/2,800 円（税別）
【オフィシャルホームページ】
http://leaders.asobisystem.com/
【オフィシャル SNS】
Twitter https://twitter.com/japanleaders
Instagram：https://instagram.com/japan_leaders/
Facebook：https://www.facebook.com/asobisystemleaders
LINE 公式ブログ：http://lineblog.me/leaders/

◇宇佐 卓真（うさ たくま）
2000 年 4 月 11 日生まれ、福岡県出身
身長：173cm
特技：歌、ダンス、ピアノ、バスケ、絵、ギター
【略歴】
男子高校生ミスターコン 2016 で SNOW 賞受賞し、人気
アプリ SNOW の広告に出演。LOTTE Fit's の CM に出演す
るとじわじわと人気を集め、今後は様々な特技を生かし、
俳優,モデルとして活動予定。
【オフィシャル SNS】
Twitter：https://twitter.com/usa_takuma
Instagram：https://www.instagram.com/usa_takuma
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■概要
＜「恋する幸楽苑」TV-CM＞
タイトル

：「ゆず塩野菜らーめん」篇（15 秒）

出演

：MIZYU（新しい学校のリーダーズ）、宇佐卓真

楽曲

：『ピロティ』 （新しい学校のリーダーズ）

放映期間

：2018 年 3 月 16 日（金）～4 月 15 日（日）

放送局

：日本テレビ系列、CX 系列（※福島のみ CX 系列、テレビ朝日系列）

放送地域

：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、静岡

＜「恋する幸楽苑」WEB ムービー＞
タイトル

：「幼馴染」篇／「先輩」篇／「すすれない」篇（各 15 秒）

出演

：「幼馴染」篇＝SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）、平野宏周
「先輩」篇＝RIN（新しい学校のリーダーズ）、佐奈宏紀
「すすれない」篇＝KANON（新しい学校のリーダーズ）、六車勇登

公開日時

：2018 年 3 月 16 日（金）0 時

公開先

：特設サイト「KOURAKUEN life」
（https://www.kourakuen-life.com/）

■制作スタッフ
CD/PL/CW

： 鈴木晋太郎

AD/PL

：

PR

： 高橋慧至・用丸雅也

PL

： 藤城由美子

マネジメント

： 和田剛・野村諭史

Pr

： 今野俊也

PM

： 村角健人

演出

：

泉田尚美

撮影

：

片村文人

照明

：

西ヶ谷弘樹

スタイリスト

：

山本美寿貴

ヘアメイク

：

橋本裕介

キャスティング ：

山内知一

エディター

：

高橋佳祐

ミキサー

： 星本泰憲

矢部翔太
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■企業概要
【株式会社幸楽苑ホールディングス】
関東・東北を中心に、全国 500 店舗以上を展開するらーめんチェーン店。らーめん、ギョー
ザ、チャーハンなど人気のメニューを展開し、昭和 29 年の創業以来、長きにわたって愛さ
れています。
株式会社幸楽苑ホールディングス 公式サイト https://www.kourakuen.co.jp/

【アソビシステム株式会社】
“ブームを作ることよりも、カルチャーを創る。今の時代に発信すべき「アソビ」をもっと。
”
原宿を拠点にアーティスト・クリエイター・モデルのマネジメント、音楽フェス・クラブイ
ベントなど様々なイベントの開催、メディア運営、店舗運営、インバウンド事業など、国内
外で幅広く展開するカルチャープロダクション。
公式サイト http://asobisystem.com

――――――――――――この件に関するお問い合わせ先 ――――――――――
株式会社幸楽苑ホールディングス 広報室 平松 葉月
TEL 03-3526-7775 FAX 03-3526-7858
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