
 （別紙）

「ゆうちょ通り一丁目の人々」プロモーション概要

ＣＭコンセプト

ゆうちょは、単に金融サービスを提供する銀行ではなく、お客さまひとりひとりにとって大切なお金を  

しっかりとお預かりしますという決意を愚直に表現するため、金融機関のＣＭではあまり使用されない  

「お金」という言葉をあえてメインコピーに使用しました。 

全国津々浦々の街・地域に暮らす人々とゆうちょとの関わりや、「安心・信頼してご利用いただける最も

身近で信頼される銀行でありたい」という思いを広く知っていただきたいと考えています。 

＜参考＞ 

今回のＣＭシリーズにおいて、Ｕターンについて取り上げておりますが（「Ｕターン組の健編」）、2014 年内閣府世論調査による

と、「地方への移住の意向」を持つという回答者数が、20 代で 52％、30 代で 57％、40 代で 51％と、それぞれ過半数を超えて

おり、若い世代が地方への移住に前向きである傾向が見てとれます。（内閣府 「人口、経済社会等の日本の将来像に関する世論調査」（2014 年 8 月調査））

撮影エピソード

【ＣＭに登場する街はどこ？】

ＣＭの撮影は、千葉県銚子市と群馬県桐生市で行いました。 

撮影は 1 週間かけて行いましたが、銚子市・桐生市ともに雨が降ることもなく、市民のみなさまにも撮影 

場所やエキストラでご協力いただき、撮影現場にはたくさんの笑顔が溢れていました。 

【ＣＭに登場する郵便局社員は・・・。】

各ＣＭに登場する郵便局の社員は、実際に日本郵政グループに勤務する社員です。 

   出演した社員のコメント：「このＣＭを通じて、あらためて日本郵政グループの社員であることの責任

を感じ、頑張ろうと思いました。」

実施スケジュール

項目 実施期間 概要

テレビＣＭ 

3/21(土)～3/31(火) 全国地上波で放送（15 秒×2 種類） 

4/1(水)～ 

当行提供番組において放送（30 秒×4 種類） 
■日本テレビ系列29局ネット｢１億人の大質問!? 笑ってコラえて!」水曜日19:56～20:54 

■日本テレビ系列29局ネット｢ZIP!」金曜日 7:00台 

■日本テレビ系列28局ネット｢満天・青空レストラン｣土曜日18:30～19:00 

ラジオＣＭ 3/22(日)～ 

当行及び日本郵政グループの提供番組(FM ラジオ)において、テレビ
ＣＭの内容を基に作成したラジオＣＭを放送(60 秒×4 種類) 

 ■TOKYO FM他JFN全国 38 局ネット「日本郵政グループpresents ジャパモン」 

毎週日曜 13:00～13:55（FMぐんまのみ 毎週日曜 8:00～8:55）

 ■TOKYO FM他JFN全国 38 局ネット｢ゆうちょLETTER for LINKS｣ 

毎週日曜日 15:00～15:30 

Web広告 

3/25(水)～3/31(火) 

YouTube で動画広告を順次実施(ＣＭ動画を放送) 4/1(水)～4/14(火) 

6/24(水)～7/7(火) 

新聞広告 5/2(土) 
5/2(土)の郵便貯金事業の創業の日に、テレビ CM と連動した広告を
掲載（モノクロ・15 段広告） 

雑誌広告 4/24(金)～4/28(火) 新聞広告と連動した広告を掲載(カラー・1 ページ) 

駅構内 
ポスター 

4/13(月)～4/23(木) 
東京都・神奈川県・大阪府エリアの約300駅において、テレビCMと連動
したポスターと各駅付近のゆうちょＡＴＭ設置ＭＡＰを展開 

YouTube 
ゆうちょ公式 

チャンネル 

3/21(土)～ テレビ CM(15 秒・30 秒)のほか、60 秒のロングバージョンも公開 



■出演者プロフィール 

佐藤 健

1989 年 3 月 21 日生まれ、埼玉県出身。 

08年『ROOKIES ルーキーズ』で注目され、10年NHK大河『龍馬伝』

を経て、映画『るろうに剣心』3部作が興収120億円突破。 

今年の 10 月には主演映画『バクマン』の公開、16 年にも主演 

映画「世界から猫が消えたなら」の公開が控える。 

また 4 月からは TBS ドラマ『天皇の料理番』が放送となる。 

笑福亭 鶴瓶

1951 年 12 月 23 日生まれ、大阪府出身。 

安心感と優しさ、ユニークさと誠実さを併せ持つ、好感度抜群

の落語家であり味のある俳優。昭和４７年２月１４日、六代目

笑福亭松鶴の許に入門。現在は上方落語協会副会長。ＮＨＫ

総合「鶴瓶の家族に乾杯」をはじめテレビ番組のレギュラー 

多数の他、映画「ディア・ドクター」「おとうと」などにも出演。 

日本アカデミー賞 優秀主演男優賞など受賞歴多数。 

原 日出子

1959 年 11 月 10 日生まれ、東京都出身。 

79 年に『夕焼けマイウェイ』で映画デビュー。81 年、NHK 連続

テレビ小説「本日も晴天なり」の主役に抜擢され、一躍注目

される。以後、ドラマと映画で活躍、理想の母親像として定着

する。これまでの主な映画作品に『ションベンライダー』（83

年）、『スーパーの女』（96 年）、『Shall we ダンス？』（96 年）、

『あなたを忘れない』（07 年）、『ネコナデ』『ぼくのおばあちゃ

ん』（08 年）などがある。最近では『雪の華』『育子からの手紙』

『SURELY SOMEDAY』『僕たちのプレイボール』など。 

長澤 まさみ

1987 年 6 月 3 日生まれ、静岡県出身。 

2000 年、第 5 回「東宝シンデレラ」グランプリ受賞。2003 年 

『ロボコン』で初主演、同作で第 27 回日本アカデミー賞 新人

俳優賞を受賞。2004 年『世界の中心で、愛をさけぶ』で

第 28 回日本アカデミー賞 最優秀助演女優賞・話題賞など

数々の賞を受賞。『涙そうそう』においては第 30 回日本

アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞した。 

ドラマ 2007 年フジテレビ『プロポーズ大作戦』、2008 年フジ 

テレビ『ラスト・フレンズ』、2009 年 NHK 大河ドラマ『天地人』 

などに出演。2011 年映画『岳－ガク－』、『コクリコ坂から』、

『モテキ』。2015年 6月 13日から映画『海街diary』、2016年に

は映画『アイアムアヒーロー』が公開予定。 



・ 4 人のタレント(佐藤 健さん、笑福亭 鶴瓶さん、原 日出子さん、長澤 まさみさん)を起用。 

・ 「ゆうちょ通り一丁目」に住む人々が、それぞれの持つ心の葛藤や希望を表現し、お客さまに常に寄り添う当行の企業姿勢を発信します。 

■ テレビCM  「ゆうちょ通り一丁目の人 」々

Uターン組の健編
(15秒・30秒)

染織のまさみ編
(15秒・30秒)

鶴瓶センセ編
(30秒)

その次の日出子さん編
(30秒)

＜設定＞
 大学時代から東京で過ごし、そのまま IT 系の
会社を起業。
 会社が軌道に乗ると、友人にすべて譲り、何かを 
思い、故郷の「ゆうちょ通り一丁目」に戻って
きた・・・・。

＜設定＞
 実家は、染織業。
 父が身体を壊したため、都会の大学を中退して、 
先祖代々営     家業 継 道 選  彼女 
思いは・・・。

＜設定＞

 「ゆうちょ通り一丁目」で開業しているお医者さん。 
この街のみんなからの信頼がとても厚く、街には欠かせ
  名物先生  今日 自転車 跨  治療    
走り回る・・・。

＜設定＞
 大学時代は美術を専攻していた日出子さん。結婚
を機に、「ゆうちょ通り一丁目」で暮らすようになった。
 この春、ひとり娘が結婚することに・・・。   
 夫と二人だけの生活になるのを機に日出子さんは、
自分 時間 大切     思 始      
た・・・。

『戻    理由  
地元がほんとうに好きかどうか
確かめたかったから。 

街も、そこに暮らす人も、ぜんぶ。
あのどでかい街も悪くはなかった。 

ただ、
つぎの自分を考えたら、この生まれ
た街からだと思った。 

ここからぜんぜんちがう俺が
はじまる予定だ。』 

新たにお金を預けるという 

ことは、じぶんの中にあるつぎ

の何かと向き合うことだと思

うのです。 

そのお金はあなたとならんで

歩いていきます。 

ゆうちょ銀行

『 ひ との気持ちは変わる。
残念   変   

いろんな価値観も変わるし、
見慣  街 変   

変わらないって信じてたことほど、
簡単に変わる。

変わらないほうが、今は難しい。

変わらずにいるって覚悟がいる、
勇気がいる。

あと愛もちょっといる。』

お金そのものの価値のためで

はなく、ずっと変わらない何か

のためにお金はあると思うの

です。 

そのお金はあなたとならんで

歩いていきます。 

ゆうちょ銀行

『娘は結婚しても仕事を続ける。
彼も、応援すると言っている
らしい。 

彼女    蓄       
そのため。

さ、次はわたしの番だ。

時計の針は戻せないけど、これ
までとは違う時間を刻めるはず。

すこしドキドキ。

私も応援してもらおうかな、
旦那に。』

その小さなお金の積み重ね

は、金額ではなく、時間だと 

思うのです。 

そのお金はあなたとならんで

歩いていきます。

ゆうちょ銀行

『正直   馬鹿    

そんな世の中は、どっかいびつや。

まじめに歩いてきたもんが報われな
おかしいやろ。

こつこつをわろたらアカン。

そりゃ根気がいる、きつい。

ま、たまには、
ちょっと下向いてもええ。

せやから、
そんな人ん中には、ぎゅっと詰まった
人生があるんや。』

お金じゃないものを信じている

から、お金を預かることが

できるのだと思うのです。

そのお金はあなたとならんで 

歩いていきます。

ゆうちょ銀行


