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一部地域で特別バージョンも公開

2018 年春の新 CM「上機嫌でいこう」篇
～広瀬すずさんは、自身がデザインしたコラボ商品を着用～
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：石川康晴）の主力
ブランド「earth music&ecology」
（以下、アース）は、2018 年春の新 CM「上機嫌でいこう」篇を 2 月 28
日（水）より全国で放送を開始いたします。また、広瀬すずさんが CM 内で着用しているコラボレー
ション商品も、同日 21：00 より EC サイト「STRIPE CLUB」で発売します。
2018 年春の新 CM は、アースの今春の主力商品である「SET アイテム」をハッピーな日常シーンの中で
訴求。SET アイテムを着たブランドキャラクターの宮﨑あおいさん、鈴木京香さん、広瀬すずさんが、久
しぶりに再会した学生時代の友人、娘、サークルの仲間と楽しそうに過ごすシーンを通じて、笑顔と“SET”
の生活を表現しました。リーズナブルかつオシャレなアースの商品で、皆さんの生活に笑顔を添えたい、
という思いを込めています。オリジナルの CM 楽曲はブギのリズム。3 人のはじける笑顔に躍動感のある
音楽がマッチし、見ているこちらまで笑顔になるような映像になりました。
さらに、今回は一部地域で特別バージョン「SET の歌」篇も公開。こちらは、
「SET」の 3 文字を使い、
あいうえお作文調で商品のお得さを表現しています。真顔の 3 人と「S＝すっごく」
「E＝ええやん」
「T＝
たまげた」
という関西弁のコメントとのミスマッチに、思わずくすっと笑ってしまうコミカルな CM です。

今回、広瀬さんが CM 内で着用しているアイテムは、ご自身がデザインしたコラボレーション商品（第
4 弾）です。今年らしいゆるっとしたシルエットが特徴の SET アイテムで、トップスのボリューム感と、
トップスの裾からのぞくプリーツスカートの丈感やプリーツの太さが広瀬さんのこだわりポイント。昨
年も大好評だった広瀬さんとのコラボレーション商品は、CM 内に登場する第 4 弾に続き、第 5 弾も 4 月
に発売予定です。
広瀬さんこだわりのコラボレーション商品にも注目しながら、3 人の女優のはじける笑顔と、ちょっと
レトロで躍動感あふれるブギのリズムが印象的なアースの新 CM を、ぜひご覧ください。

■CM 概要
作品名

：earth music&ecology2018 春
「上機嫌でいこう」篇（15/30/60 秒）/「SET の歌」篇（15 秒）
放送開始日 ：「上機嫌でいこう」篇 2018 年 2 月 28 日（水）～
「SET の歌」篇 3 月上旬～
CM 放 送 地 域 ：「上機嫌でいこう」篇 全国
「SET の歌」篇 一部地域
※CM はアース公式サイト(http://www.earth1999.jp/)や公式 SNS でもご覧いただけます
【earth music&ecology2018 春「上機嫌でいこう」篇】
大学のダンスサークルの仲間との帰り道。子供のようにふざけてじゃれあって無邪気な笑顔の広瀬さん。

久しぶりに会う高校手芸部の仲間たちと屈託のない笑顔でミシンに向かう宮﨑さん。

中学生の娘と犬の散歩中に、学校生活や彼氏の話を聞きながら、はじけるような笑顔で笑う鈴木さん。

3 人 3 様の笑顔が“SET”になった生活を通じ CM 内で着用している「SET アイテム」を印象的に表現して
います。近しい人にだけ見せるとびきりの笑顔とブギのリズムで、躍動的な映像に仕上げました。

■CM 着用商品概要
販 売 場 所 ：全国の earth music&ecology 店舗
EC サイト「STRIPE CLUB」https://stripe-club.com/cts/earth1999/180222_cm.html
E C 発 売 日 時 ：2 月 28 日（水）21：00
店 頭 発 売 日 ：3 月 1 日（木）
【広瀬さん着用商品】

≪広瀬すずさんコラボレーション商品 第 4 弾≫
SET2 点 BIG プルオーバー+プリーツスカート
価

格：¥4,990（税抜）
色

：Ivory*/Gray/Black

サイズ：F
プルオーバーはドロップショルダーで丸みのある BIG シル
エットながらも、デザインはシンプルに。ボリューム感のある
トップスの裾からのぞくスカートの丈のバランスや、プリーツ
の太さにもこだわりました。広瀬さんの好きな“ゆるっと”
したシルエットが今年らしい印象です。足元にスニーカーを
合わせた、ルーズなコーディネートもおすすめです。
※第 5 弾のコラボ商品は、4 月中旬発売を予定しています。
※販売商品等詳細は、公式 HP 及び SNS で発表いたします

【宮﨑さん着用商品】
SET2 点 V ネックシャツ+前釦スカート
価

格：¥4,990（税抜）
色

：Beige/Lavender/Navy*

サイズ：F
V ネックのブラウスはすっきりとした印象。スカートは
前釦のデザインで、トップスをウエストインしてもキレイな
シルエットで履いていただけます。

【鈴木さん着用商品】
SET2 点スキッパーシャツ+スカーチョ
価

格：¥4,990（税抜）

色 ：Ivory/Khaki*/Navy
サイズ： F
上下とも麻レーヨン素材を使用し、ナチュラルな風合い。
トップスは抜け感のある衿ぐりでゆったりと着用でき、
ボトムスはウエストの後ろ部分がゴム仕様になっている
ため、履き心地抜群です。

*は CM 着用色

■制作スタッフ

クリエイティブディレクター/プランナー/コピーライター 権八 成裕
コピー 児島 令子
アートディレクター 副田 高行
エージェンシー・プロデューサー 玖島 裕
アカウント・エグゼクティブ 橘 哲生
アカウント・エグゼクティブ 加藤 大介
アカウント・エグゼクティブ 柳矢 一樹
監督 黒田 秀樹
エグゼクティブプロデューサー 小佐野 保
プロデューサー 山科 考穂
プロダクションマネージャー 岸本 峻介
撮影 小暮 徹
照明 嶋 竜
美術 正田 俊一郎
スタイリスト(宮﨑さん・広瀬さん) 藤井 牧子
ヘアメイク(宮﨑さん・広瀬さん) 小西 神士
スタイリスト(鈴木さん) 藤井 享子
ヘアメイク(鈴木さん) 中野 明海
ロケーションコーディネーター 喜多村 恭平
同録・ＭＡ 太斉 唯夫
オフライン 高柳 あゆみ
編集 泉 陽子
キャスティング 増田 恵子
音楽プロデューサー 緑川 徹
歌手 二階堂和美
演奏 Gentle Forest Jazz Band
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