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松田翔太さんが「座敷童子」として
戸建てが欲しいと願う戸田恵梨香さんとタッグを組む！
角田晃広さんと夫婦役で出演する戸田さんのキュートな姿にも注目
オープンハウス新 TV-CF「座敷童子 登場」篇「座敷童子 耳打ち」篇
2021 年 1 月 8 日（金）より放送開始！
新 TVCM キャラクターとして、松田翔太さん、戸田恵梨香さん、角田晃広さんが登場。
東京、 名古屋、 福岡を中心に不動産業を展開する株式会社オープンハウス（本社：東京都千代田区、 代表取締役
社長：荒井正昭）は、松田翔太さん、戸田恵梨香さん、角田晃広さんを CM キャラクターに起用。
TV-CF「座敷童子 登場」篇「座敷童子 耳打ち」篇を制作し、1 月 8 日（金）に放送を開始いたします。
「座敷童子」シリーズの新 TV-CF で松田翔太さんが演じるのは、“都心に戸建てを持ちたい”という夢をもった人の前に現れる幸運のキャラクター「座
敷童子」です。今回、「座敷童子 登場」篇では戸建てがほしくてたまらない妻役を演じる戸田恵梨香さんと、戸建ての購入が現実的ではないと感じ
る夫役を演じる角田晃広さんとの出会いからストーリーが始まっていきます。「座敷童子 耳打ち」篇では松田さん演じる座敷童子と戸田さんが就寝
中の角田さんにコミカルかつ大胆に耳打ちして夢の戸建てを現実に近づけていく TVCM となっています。

■新 TV-CF ストーリー／「座敷童子 登場」篇
戸建てが欲しい妻・恵梨香はいつものように夫にねだるも、笑って拒否されてしまう。
そこに突然、座敷童子が出現する。どうやら戸建てに興味がある様子。
きっと彼も、広くて新しい家に居付きたいのだ。こうして、共通の「戸建て」という夢に向かって
奇妙な共犯関係が始まったのだった。

■新 TV-CF ストーリー／「座敷童子 耳打ち」篇
寝ている夫の背後に忍び寄る２つの影。妻・恵梨香と座敷童子は、彼の耳元で「戸建て」を連呼する。
そんな少し前に流行った記憶法のような戦法で、果たして夫の脳に「戸建て」はインストールできるのか！？
明けない夜はないように、建たない戸建てはない。
そう信じたい２人であった。

■撮影レポート
久しぶりの共演となる松田翔太さんと戸田恵梨香さんの呼吸はピッタリで、スタッフも驚くほどのコンビネーションを見せてくれました。
最初は少し緊張の顔も見られた角田さんでしたが、持ち前の明るいキャラクターで撮影中の談笑も多く、
3 人の仲はあっという間に深まり、笑顔の絶えない撮影現場となりました。
「座敷童子 耳打ち」篇では、照明を暗くしての撮影だったこともあり睡眠中の夫を演じる角田さんは本当に寝てしまわないよう必死に堪えていたのが
印象的です。角田さんが寝返りを打ち、寝たフリをするシーンの撮影では呼吸の揃った 2 人の動きにも注目です。
さらに「戸建てが欲しくなる」と耳打ちがエスカレートしていくシーンの撮影でも、2 人のコンビネーションはテイクを重ねていく度に磨きがかかり
スタッフだけではなく、思わず本人たちも笑ってしまったのが印象的です。
オープンハウス Web サイト CM 紹介ページ URL：https://oh.openhouse-group.com/company/cm/

■ 動画リンク
オープンハウス TV-CF「座敷童子 登場」篇 30 秒：（URL https://youtu.be/OQZnmVg5Y6w/）
オープンハウス TV-CF「座敷童子 耳打ち」篇 30 秒：（URL https://youtu.be/LkZhXULqDBw/）
メイキング映像：（URL https://youtu.be/zChupJqCbyw）

■ 新グラフィック

■ 新 TV-CF「座敷童子 登場」篇 15 秒

■ 新 TV-CF「座敷童子 耳打ち」篇 15 秒

■ 出演者プロフィール
松田翔太 (まつだ しょうた) さん
生年月日：1985 年 9 月 10 日生まれ
出身地 ：東京都
血液型 ：A 型

戸田 恵梨香 (とだ えりか) さん
生年月日：1988 年 8 月 17 日生まれ
出身地 ：兵庫県
血液型 ：AB 型

角田 晃広 (かくた あきひろ) さん
生年月日：1973 年 12 月 13 日生まれ
出身地 ：東京都
血液型 ：A 型

■ オープンハウスについて
オープンハウスは、1997 年 9 月の創業以来、都心部に特化して不動産業を展開してまいりました。地域に根ざした営業活
動により、都心エリアならではの住宅事情の中でお客様のご要望に合わせた住まい探しに努めています。2013 年 9 月には、東
証一部上場。その後、名古屋・福岡エリアに加えて、埼玉・千葉エリアへ進出。これからも、より多くのお客様にご満足いただける
住まいをご提供してまいります。
オープンハウスグループ Web サイト

URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト

URL：https://oh.openhouse-group.com/

＜企業概要＞
商号

株式会社オープンハウス（Open House Co., Ltd）

本社所在地

〒100-6312

創業

1997 年 9 月

代表者

代表取締役社長 荒井 正昭

市場区分

東京証券取引所 市場第一部（証券コード 3288）

売上高（連結）

従業員数（連
結）
決算期
事業内容
（グループ）

千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 12F

2020 年 9 月期

5,759 億円

2019 年 9 月期

5,403 億円

2018 年 9 月期

3,907 億円

2017 年 9 月期

3,046 億円

2016 年 9 月期

2,472 億円

2015 年 9 月期

1,793 億円

2014 年 9 月期

1,121 億円

2013 年 9 月期

969 億円

2,876 名（2020 年 9 月末日現在）
9月
1. 居住用不動産の販売・仲介

2. 戸建住宅の開発

3. 注文住宅の建築請負

4. マンションの開発

5. 投資用不動産の販売
株式会社オープンハウス・ディベロップメント（URL：https://ohd.openhouse-group.com/）
株式会社ホーク・ワン（URL：https://www.hawk-one.jp/）

主なグループ企業

株式会社オープンハウス・アーキテクト（URL：https://oha.openhouse-group.com/）
株式会社 OH リアルエステート・マネジメント（URL：http://www.ohrem.co.jp/）
株式会社アイビーネット（URL：https://ibnet.openhouse-group.com/）
【東京都】

渋谷、桜新町、自由が丘、笹塚、中野、練馬、成増、池袋、赤羽、王子、
日暮里、北千住、錦糸町北、錦糸町南、新小岩、西葛西、大井町、蒲田、仙川、
亀有、荻窪、吉祥寺 全２２店舗

営業センター
（全５１店舗）

【神奈川県】 登戸、溝の口、武蔵小杉、元住吉、新川崎、川崎、綱島、新横浜、鶴見、
横浜、保土ヶ谷、上大岡 全１２店舗
【埼玉県】

浦和、浦和中央、武蔵浦和、川口 全４店舗

【千葉県】

浦安、本八幡、船橋 全３店舗

【愛知県】

本陣、栄、金山、御器所、本山、新瑞橋、大曽根 全７店舗

【福岡県】

天神、大橋、六本松 全３店舗

本件に関するお問い合わせ
株式会社オープンハウス（https://openhouse-group.co.jp）
広報宣伝部 TEL：03-6854-7443

