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株式会社淀川製鋼所（本社：大阪市中央区、社長：河本隆明、以下、ヨドコウ）は、ヨド物置のイ

メージキャラクターに、引き続きAKB48の篠田麻里子さんを起用し、主力ブランドである小型物置

シリーズ「エスモ」の新TVCM「3人マリコ」篇（15秒）を、2013年4月1日（月）から全国でオンエア開

始いたします。篠田さんは、CM限定の3人組ユニット「3人マリコ」で1人3役を演じ、3枚トビラのヨド

物置「エスモ」の特徴をスタイリッシュなダンスでアピールします。 

 －3枚扉タイプの「ヨド物置エスモ」新TVCM－ 

未来から来た物置大使！？ 

篠田麻里子さん、インパクト大のユニット 

「３人マリコ」で１人３役に初挑戦！！ 

「3人マリコ」篇  

2013年4月1日（月）より全国オンエア開始  
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■TV-CMについて                             

新 TV-CM「3人マリコ」篇は、“3枚トビラで、収納レボリューション♪”というキャッチコピーのもと、

摩訶不思議な3人組ユニット「3人マリコ」が、開口部（トビラ）が大きく開き、荷物の出し入れがしや

すい「ヨド物置エスモ」の特長を、歌とダンスでアピールする作品です。メタリックシルバーを基調と

した近未来風の衣装、ヘアスタイルで登場する篠田さんは、3 枚トビラの魅力を現代に伝えるため

に未来からやって来たという設定で、心が広く、開口部の広さを伝えるマリコ 1 号、芯が強く、長持

ちする強さを伝えるマリコ 2 号、オシャレで、カラーバリエーションの豊富さを伝えるマリコ 3 号、と

いう 1人 3役を演じます。最新の編集技術を駆使して作り上げた、3人の篠田さんが同時に歌って

踊っているクールでオシャレな映像は本 CM 最大の見どころ。一度見たら忘れられないインパクト

のある CM を通じて、「ヨド物置エスモ」の、出し入れのしやすさと、スタイリッシュなイメージを訴求

していきます。 

 

■企画意図                                                        

 CM第 2弾となる今回は、「3枚トビラ＝エスモ」を覚えていただくと同時に、その利便性を訴求す

るのが目的です。業界ナンバーワンの開口部の広さによる、出し入れのスムーズさ、使いやすさ

を追求したこのベネフィットが、近い未来、世の中の常識になってほしいという思いから、未来から

やってきたキャラクターが 3 枚トビラを現在に伝える設定としました。CM の舞台は、荷物が浮遊し

ている抽象空間で、衣装、ダンス、音楽、すべて未来をイメージしています。衣装は、物置のテクス

チャー感も意識しつつ、髪色とともに 3 人それぞれ少しずつ異なるデザインを採用。また、ダンス

の動きや歌の声質はアンドロイドのイメージで、それぞれ踊ってみたくなる振り付け、口ずさみたく

なるリズムを目指しました。 

 

■CMストーリー                               

「3人マリコ」篇（15秒） 

 いくつもの白い箱が浮遊するグレーの抽象空間に、近未来的な衣装を着た 3 人組ユニット「3 人

マリコ」が登場。センターのマリコ 1号がメインボーカルを、向かって左側のマリコ 2号、右側のマリ

コ 3号がコーラスをそれぞれ担当します。「3枚 3枚 3枚トビラ～♪」「my dream my dream～♪」と

歌いながら、「ヨド物置エスモ」の 3枚トビラをテーマにした、クールなダンスを披露する 3人マリコ。

「ほら 大きく ひらく～♪」という歌に合わせて、トビラが大きく開いた「エスモ」をバックに、マリコ 1

号がポーズを決めると、今度は「my wish my wish～♪」「出し入れ ラクラク」という歌に合わせて、

マリコ 2号＆マリコ 3号が、まるでエスパーのように一切手に触れることなく、白い箱を「エスモ」に

収納していきます。再び踊り始める 3人マリコの映像に続いて、「エスモ」の商品カット＆ナレーショ

ンがインサート。最後は 3 人マリコによる、YODOKO の「Y」をモチーフにした決めポーズで締め括

ります。 
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■撮影エピソード                                             

◇三者三様の複雑な振付をその場で完璧にマスター 

撮影は最初にマリコ 1 号の一連のダンスパートを収録した後、衣装を着替えて、今度はマリコ 2

号のダンスパート、再び衣装を着替えて、最後にマリコ 3 号のダンスパートという順番で行われま

した。普段から AKB48 のメンバーとして、数々のダンスを踊っているだけに、今回の振付もノート

パソコンでレッスンの映像を数回再生し、姿見の前で 5～10 分ほど練習しただけで、アッという間

にマスターした篠田さん。いずれも振付や歌う箇所が微妙に異なるため、切り替えの早さも求めら

れましたが、毎回そんな難しさを微塵も感じさせない完璧なダンスを披露し、大いに現場を沸かせ

ていました。 

 

◇こだわりの衣装＆髪型 

「3 人マリコ」の衣装は、全体のフォルムをメタリックグレー＆シルバーを基調とした近未来風に

統一した上で、ヒジから手首、または指先まで覆う長い手袋やミニスカートの柄、首あてといった

各パーツに濃淡の違いを加えたり、シルエットを変えたりして、3人それぞれの違いを表現しました。

また、印象的な髪型は当初、他のイメージも候補に挙がっていましたが、近未来風の世界観の中

にも“かわいさ”を取り入れたボブスタイルが採用されました。 

 

◇大好物のカレーライスが引き出した（？）圧巻のパフォーマンス 

歌とダンスで体力を使う篠田さんのために、本番直前のランチタイムには、彼女の大好物のカ

レーライスがケータリングで用意されました。前回の「エスモ」CM 撮影でも同じメニューを食べて、

その後の本番で素晴らしい演技を披露した篠田さんですが、今回もその“カレーパワー”は健在。

心身ともに前回以上のパフォーマンスが要求された 1人 3役という難しい設定にも、最後まで集中

力を切らすことなく挑戦し、キレのある動きを見せてくれました。 

 

◇3人に与えられた役目と意外なキャラクター設定 

「ヨド物置エスモ」の魅力を伝えるという使命を持つ「3 人マリコ」のメンバーには、実は一人ひと

り、キャラ設定と役目が存在します。それは、マリコ 1 号は、開口部が大きく開いて、出し入れがし

やすいということを伝える心が広い姉御肌、マリコ 2 号は、素材の頑丈さを伝える芯の強いバリバ

リの硬派、マリコ 3 号は、カラーバリエーションの豊富さを伝えるオシャレな女性というもの。今回

の CM では、これらの要素は前面に出てこないものの、そうした細かい部分にもこだわりながら、

「3人マリコ」の個性を演出していきました。 
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篠田麻里子さんのコメント 
 

「今回のCMは、未来からやってきた「3人マリコ」という設定でした。設定を聞いた時は、なにそ

れ!? と思いましたが、衣装も髪型もとてもかわいらしく、ダンスや歌がいつもと違うのが逆に新

鮮で、楽しむことができました。撮影中はどう3人になるのかわからないまま必死に踊り、しかも

CM撮影とスチール撮影がそれぞれ 3人分。衣装チェンジとスタジオチェンジが何度もあって、

休む間のない現場でした。でも、完成した映像を見て感動！ 特にマリコ 2号とマリコ 3号が手

を合わせるシーンが、すごいリアルでビックリです。そんな 3人マリコのスタイリッシュなデビュー

作品、ご期待ください！」。
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ラクラク 

 

 

ヨドコウ 
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ヨド物置 
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ヨドコウ 

■新 TV-CM 「3人マリコ」篇（15秒） ストーリーボード                     
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■プロフィール                                             

◇篠田 麻里子 Mariko Shinoda 

 生年月日  ：  1986年 3月 11日 

 出身地    ：  福岡県 

 血液型    ：  A型  

 

 ＜主な活動＞ 

◇テレビ        「麻里子さまのおりこうさま！」（NHK） 

            「PON！」（日本テレビ）※水曜日レギュラー 

                            

◇ラジオ         「篠田麻里子と愉快な仲間たち」（KBC ラジオ）             

             

◇映 画         「犬とあなたの物語 いぬのえいが」 

            「サラリーマン NEO 劇場版（笑）」 

            「ギャルバサラ-戦国時代は圏外です-」 

            「TIME/タイム」 日本語吹き替え版声優 

            「桜蘭高校ホスト部」 

            「紙兎ロペ つか、夏休みラスイチってマジっすか!?」 映画アフレコ 

 

◇DVD         「麻里子さまのおりこうさま！」（ポニーキャニオン） 

            「福岡恋愛白書 6 ふたつの Love Story」（KBC） 

                            

◇写真集        篠田麻里子写真集「Pendulum」（ワニブックス） 

            篠田麻里子 2st写真集「SUPER MARIKO」（ワニブックス） 

                篠田麻里子 3st写真集「麻里子」（集英社） 

                篠田麻里子 MARIKO MAGAZINE（集英社） 
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■CM概要                                                 

タイトル      ： ヨド物置エスモ「3人マリコ」篇 T（15秒） 

撮影時期 ： 2013年 2月 

出演        ： 篠田麻里子 

撮影場所 ： 都内近郊スタジオ 

放映開始日 ： 2013年 4月 1日（月） 

放送地域 ： 全国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜CM 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 担当：藤田、林 

TEL：06-6342-3363 

yudai.fujita@dentsu-pr.co.jp 

k-hayashi@dentsu-pr.co.jp
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※ご参考：ヨド物置「エスモ（ＥＳＤ型）」について 

＜種類及び価格帯＞ 

 機種数    ：間口 9 タイプ（800mm～2100mm）、奥行き 4 タイプ（513mm～900mm）、 

          高さ 3 タイプ（1101mm～1959mm）の全 72機種 

 扉カラー  ：全 6色（＊ドアタイプはスノーシルバーのみ） 

 価 格   ：39,900円～128,100円（税込） 

  

 

＜ヨド物置エスモの特長＞ 

①３枚扉で大きな開口部 

エスモ最大の特長は、左右どちらからでも開口部の約 2/3まで扉が開く「開口部の広さ」です。大きなも

のや中央部の収納物などの出し入れがスムーズにできます。また、扉の取手には自動仮ロック機能を

採用。扉を閉めれば自動的に仮ロック状態となる構造で、扉のはね返りを防ぎます。 

②安心の長持ち設計 

素材には、耐久性に優れた「ガルバリウム鋼板」を使用。また、ステンレス製のボルトを採用するなど、

安心の長持ち設計です。長持ちはエコにもつながり、さらに経済的です。 

③全 6色のカラーラインナップ 

エスモのカラーコンセプトは自然と調和する「ナチュラル」。住宅にマッチする全 6 色の中から建物の外

観に合わせてお選びいただけます。 

＊ドアタイプ除く 

④豊富なサイズバリエーション 

全 66の豊富なサイズバリエーションで、敷地に合った最適なサイズをお選びいただけます。 

＊ドアタイプ除く 

 

 


