2021 年 8 月 6 日
報道関係者各位
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

パズルRPG「パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）」新TVCM

二宮和也さんが初当選で“パズドラ三唱”
“パズドラ党”党首として大胆な政策も発表！
「パズドラ党／初当選」篇、「パズドラ党／選挙勝利中継」篇（各 15 秒、30 秒）
2021 年 8 月 14 日（土）オンエア開始

そして、ユーザーへの超豪華プレゼントをかけたチャレンジ企画の結末は…？
二宮さん出演の WEB 動画とパズドラ公式放送を 8 月 13 日（金）公開

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：森下一喜、
以下「ガンホー」）は、モンスターを育てパズルでバトルするスマートフォン向けパズル RPG「パズル＆ドラゴンズ」
（以下「パズドラ」）のイメージキャラクター・二宮和也さんを起用した新 TVCM「パズドラ党／初当選」篇、「パズド
ラ党／選挙勝利中継」篇（各 15 秒、30 秒）を 8 月 14 日（土）から全国でオンエアいたします。
また、二宮さんが全国のパズドラユーザーへの超豪華プレゼントをかけて、クリア率 1.62％という『パズドラ』の
超難関ダンジョンに挑戦するWEB特別動画「パズドラ新CMチャレンジ第 2 弾」を、8 月 13 日（金）21 時から
YouTubeパズドラ公式チャンネルで公開いたします。
（動画公開URL https://youtu.be/J0qtpGq0jks ※8 月 13 日（金）21:00 から公開されます）

■コンセプトと見どころ
TVCM「パズドラ党／初当選」篇および「パズドラ党／選挙勝利中継」篇は、パズドラでもっと明るい日本を目
指す二宮和也さんが新政党“パズドラ党”を結成し、選挙に出馬する「パズドラ党／辻立ち」篇、「パズドラ党／政
見放送」篇（2021 年 2 月オンエア）の続編となるストーリーです。暗いニュースばかりが目にとまり、明るい未来
が見えてこない。二宮さんはそんな日本の現状を憂い「日本にもっと笑顔を！もっとパズドラを！」をスローガン
に掲げて選挙に臨み、パズドラへの愛を全力でアピールしながら街頭演説や政見放送で熱弁を披露。地道な活
動が実を結び、このたび見事に初当選を果たします。
「パズドラ党／初当選」篇では、多くの支援者を前に当選を報告し、政治家としてのスタートを切った喜びを“万
歳三唱”ならぬ“パズドラ三唱”で祝い、「パズドラ党／選挙勝利中継」篇では、テレビの選挙速報中継に出演し
“パズドラ党”党首として、大胆な政策を発表してアナウンサーを驚かせます。
選挙の勝利が確定した直後の緊張感やリアリティーを追求するため、選挙事務所の美術セットは細部までこ
だわり、とくに二宮さんを被写体とした選挙ポスターは、CM 撮影当日の早朝に撮った写真をデザインに取り込み、
特急で印刷したものを使用。また選挙速報のテレビ中継で二宮さんと対話するアナウンサーも、よりプロフェッシ
ョナルな話術や雰囲気を求めてフリーアナンサーの登坂淳一さんを起用することで、現場の興奮や慌ただしさを
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リアルに再現しています。
パズドラ好きで一本気な性格の青年が政治の道を志し、日本をもっと明るくするべく総理大臣を目指すサクセ
スストーリーはまだ幕を開けたばかり。アイドルであればデビュー、パズドラでいえば 1 コンボ目にあたる第一歩
を踏み出した“二宮議員”のフレッシュな表情、そして今後の展開にご注目ください。

■ストーリー
＜「パズドラ党／初当選」篇＞
選挙対策本部が置かれる事務所に集まった支援者を前に、当選の報告をする“パズドラ党”党首の二宮さん。
選挙での初当選という第一歩は、アイドルであればデビューにあたり、またパズドラでいえば 1 コンボ目であると
例えながら、「ティン♪ティン♪ティン♪ティン♪」とコンボを重ね日本を変えていくことを、明るい表情と力強い口
調で宣言します。
二宮さんの初当選を祝し、音頭を取った秘書の言葉は、なんと“万歳三唱”ならぬ“パズドラ三唱”でした。一瞬、
呆気にとられた表情を見せる二宮さんですが、すぐに「いいね！」と納得し、支援者と共に“パズドラ三唱”に参加
します。

＜「パズドラ党／選挙勝利中継」篇＞
選挙速報のテレビ中継に急遽出演することが決まった二宮さんは、モニターを通じてスタジオの登坂アナウン
サーと対話することに。選挙での勝因について質問された二宮さんは、パズドラで日本を笑顔にしたいという信
念が有権者に伝わったことをアピール。アナウンサーからの「具体的な政策は？」の問いかけに、大胆な政策を
発表します。その政策に、アナウンサーは驚きの表情を見せます。

■撮影エピソード
◇早朝に撮影した選挙ポスターを特急で仕上げるシビアなスケジュール
見事に初当選を果たす二宮さんの選挙ポスターは、CM 撮影当日の早朝に撮影した写真をすぐにレイアウト
し、一気に印刷まで仕上げるシビアなスケジュールで製作されました。ダークスーツにネクタイを締め、スタジオ
に登場した二宮さんは、カメラマンの要望を受けながら“初出馬”らしい爽やかな笑顔を披露。撮影が終わると写
真のセレクト、デザイン、印刷が驚異的なスピードで進められ、完成したポスターが選挙事務所の美術セットに掲
示されると、「このポスターだったら絶対に選挙で勝てますね」と CM プランナーも納得の表情を見せていました。

◇興奮や慌ただしさなど、リアリティーにこだわった中継シーン
選挙事務所のセットに入り「パズドラ党／選挙勝利中継」篇の撮影に臨んだ二宮さんは、完成間もない自身の
選挙ポスターをチラリと眺めながらカメラの前でスタンバイ。監督から「興奮気味なテンションでお願いします」と
オーダーされ、登坂アナウンサーとの中継シーン撮影をスタートしました。シーンを途中で区切らず、すべてのセ
リフを続けて話す撮影スタイルで、さらに 2 人が離れたセットで演技するという環境ながらも、二宮さんと登坂ア
ナウンサーは 1 回目からテンポのいい掛け合いを披露。「完璧です！」と監督を驚かせました。
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◇張り詰めた空気を一気にほぐした二宮さんの笑顔と「いいね」
支援者と共に“パズドラ三唱”で初当選を祝うシーンでは、元気かつタイミングを合わせて「パズドラ～！」のポ
ーズが撮影できるよう、練習が繰り返し行われました。完成度が十分に高まったところで二宮さんが加わり、いよ
いよ本番がスタート。支援者役のエキストラは表情に緊張感を漲らせていましたが、二宮さんの「いいね」という
セリフと笑顔をきっかけに張り詰めていた空気が緩み、スタジオ全体がリラックスした雰囲気に。本番では出演
者全員で息の合った“パズドラ三唱”となりました。

◇“呼吸を忘れてしまう”ほど演技に集中していた登坂アナウンサー
「パズドラ党／選挙勝利中継」篇の撮影中、本物の選挙速報の緊張感や特徴について監督に尋ねられた登坂
アナウンサーは、話すスピードやトーン、目線の位置など、実体験に基づく情報を提供し、演出のリアリティー向
上に協力していました。その一方、TVCM で話す演技をすることには緊張を隠せず、ワンシーン撮り終えるごとに
モニターを確認して自らの演技を研究。登坂アナウンサーはあまりにも役に入り込みすぎ、「いま、息するの忘れ
てた（笑）」と苦笑いするひと幕も見られました。

◇理想のポジションを一発で決める“匠の技”を披露した二宮さん
手に持ったスマートフォンを撮影するシーンでは、慣れた手つきでササッと『パズドラ』の画面を操作し、スタン
バイ態勢に入った二宮さん。自然な姿勢でありながらもカメラに対する光の反射などを考慮し、通常は微調整を
繰り返しながら最適な角度を探しますが、この日の二宮さんはビシっと一発で最高のポジションに構える神がか
ったアクションを披露。監督は「匠の技だな…」とつぶやき、二宮さん自身も「こわっ！（笑）」と笑いながら、自身
が起こした奇跡的な出来事に驚いていました。

■二宮和也さん インタビュー
-----初当選、おめでとうございます！ “パズドラ党”の党首として、今のお気持ちをお聞かせください。
「これはもう、有権者の皆さまに感謝！そう思っております」

-----半年前に出馬した時の二宮さんとは違いますね。貫禄が感じられます。
「輝きに満ち溢れてますか（笑）？ もう…インタビューでこの“遊び”を始めたら、終わりが見えませんよ。でもや
りましょう！（笑）。（TVCM が）シリーズ化して、この第 2 弾があったことは嬉しいですね。ありがたいです！」

-----二宮議員の初当選によって、いよいよ“パズドラ党”も動き出しますが、党首として具体的な政策や、やり
たいことはありますか？
「具体的な政策…ですか。とにかく楽しくやっていきたいな、と。パズドラの最大の魅力はそこですから。楽しくや
っていきたいですし、いろんなチームの組み方によって特性なども再認識できるような政策も打ち出していきたい
と、そのように思っています。今から始めても楽しく遊べるんだということを、改めてご紹介できたらなと思ってい
ます」
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-----来年、パズドラは 10 周年を迎えますが、二宮さんが“パズドラプレーヤー”として期待していることはありま
すか？
「やっぱり、イベントは開きたいですよね。お祝いしていただきたいですし、みんなとそういう思い出を作っていき
たいと、いちユーザーとして思います。会場で集まれるんだったら、一番いいんですけど、そうでなかったとしても、
ちょっと違う新しい形を見つけられたら…と思っています。みんなで集まれるのであれば、そこで楽しいこともやっ
ていきたいと思います。ボクはなんとなく思い描いているものがあるんですよ、党首として。イベントというか、企
画を。最悪、ウチの YouTube チャンネルでやります（笑）」

-----YouTube では、二宮さんのゲーム実況も好評ですね。
「ゲームの後実況みたいなのもやらせてもらってるんですけど、その後、パズドラをやってくださる配信の人たち
が、自分のパーティーで『こうした方がいい』というコメントもいっぱい上げてくれて…いい“支持率”だなと思って
ます（笑）。ここまで（の盛り上がり）になるとは考えていなかったですけど、楽しんでずっとやってきたゲームの
ひとつなので、それが伝わったかと思うと、配信をしていてホッとします」

----- CM をご覧になる視聴者の皆さまにメッセージをお願いします。
「皆様こんにちは、パズドラ党の二宮和也です。この度、皆様のご支援により初当選できました！！これからも
『パズドラで日本を笑顔にしたい』という思いで、パズドラの魅力を皆さんにお届けしていきたいと思います！
それでは新 CM をご覧ください！どうぞ！！

■WEB 特別動画「パズドラ新 CM チャレンジ第 2 弾」について
パズドラ党シリーズ第 2 弾 CM のオンエアを記念して、二宮さんが出演する WEB 特別動画「パズドラ新 CM
チャレンジ第 2 弾」を、8 月 13 日（金）21 時より、パズドラ公式チャンネルで公開いたします。本動画では二宮さ
んが、クリア率 1.62％という『パズドラ』でも屈指の超難関ダンジョン「獄練の闘技場【ノーコン】」を 10 分以内に
クリアすると、全国のパズドラユーザーが超豪華なプレゼントをもらえるタイムアタックに挑戦いたします。
『パズドラ』で日本をもっと笑顔にするべく、パズドラ党の党首として、新人国会議員として臨むチャレンジ企画の
結末やいかに！？
●YouTube Live ※8 月 13 日（金）21:00 から公開されます。
https://youtu.be/J0qtpGq0jks
パズドラ公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCUqaK35h_Tg7g2gbFoe3hJw

■パズドラ公式放送について
「パズドラ公式放送～夏休みスペシャル～」を、8 月 13 日（金）21 時 15 分より放送予定です。ゲストにお
笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気さんをお招きし、最新情報を大発表いたします。ぜひご覧ください。
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【概要】
●放送日時
2021 年 8 月 13 日（金）21:15～（予定）
●出演者（順不同、敬称略）
岩井勇気（ハライチ）
山本大介（パズドラシリーズプロデューサー）
●YouTube Live
https://youtu.be/vdQDEVKLGcI
パズドラ公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCUqaK35h_Tg7g2gbFoe3hJw

■CM 概要
タイトル

「パズドラ党／初当選」篇（15 秒・30 秒）
「パズドラ党／選挙勝利中継」篇（15 秒・30 秒）

出演

二宮和也、登坂淳一（「パズドラ党／選挙勝利中継」篇）

放映開始日

2021 年 8 月 14 日（土）

放送地域

全国

■制作スタッフ
SCD

近藤貞寿

電通

CD/PL/CW

見市 沖

電通

AE

隅田 深

電通

佐藤研一

電通

西澤隼平

電通

長谷川達哉

電通

CP

森田大介

電通クリエイテイプフォース

Cas

早川 賢

電通キャスティングアンドエンタティンメント

山田美嘉

電通キャスティングアンドエンタティンメント

平田正人

ONE STONE

増田茂敏

ONE STONE

讃岐亮大

ONE STONE

高橋孝一

ONE STONE

江湖広二

フリーランス

PM
Dir
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CA

岡村良憲

スタージョン

Lig

高倉 進

FRE-X

Art

秋葉悦子

ハタアート

ST

安藤慶次

プレインストーム東京

HM

竹内美徳

フリーランス

HM

須藤綾子

フリーランス

MUSIC

山田勝也

愛印

Mixer

太斉唯夫

フリーランス

OFFLINE

小池義幸

星野事務所

ONLINE

白垣絵夢

zero

＜本 TVCM に関するお問い合わせ先＞
株式会社 電通パブリックリレーションズ
TV 担当：松崎 TEL：080-9716-9467 Email：chieko-matsusaki@dentsu-pr.co.jp
紙 WEB 担当：村上 TEL：090-6012-1690 Email：tomoko.murakami@dentsu-pr.co.jp
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