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スカパーJSAT 株式会社

イケメンサラリーマンによる
『全力でお願いしてみた』ＷＥＢ ＣＭ動画公開！
撮影中に頭を下げた回数、約 30,000 回！！
9/19（土）～ 9/28（月）スカパー! ／スカパー! オンデマンド 10 日間無料放送・配信
スカパー! は、2015 年 9 月 19 日（土）から 9 月 28 日（月）まで「スカパー! ／スカパー! オンデマンド 10
日間無料放送キャンペーン」を実施します。それに伴い、
「一度でいいからスカパー! を観て欲しい」という想
いをストレートに表現したＷＥＢ ＣＭ動画「全力でお願いしてみた」篇を、9 月 19 日（土）より、ＴＶＣＭと
同時公開します。
本動画は、黒スーツに身を包んだイケメンサラリーマン 90 名が全力でお願いをするという内容になっており、
「一度でいいからスカパー! を観てほしい」という素直な思いを表現しています。

◆「スカパー! 10 日間無料放送キャンペーン」について
スカパー! は、ご加入者様のみならず全てのデジタルテレビをお持ちの皆さまにスカパー! を視聴していた
だける機会として、10 日間無料放送を 2012 年秋より実施しています。
この度、より多くの方にスカパー! の楽しさを体験していただけるよう、9 月の大型連休期間に「スカパー!
／スカパー! オンデマンド 10 日間無料放送キャンペーン」を実施することとなりました。
スマホ、ＰＣ、タブレットで楽しめるスカパー! オンデマンドでの 10 日間無料配信は初の試みであり、37
チャンネル約 400 タイトルが無料でお試しいただけます。

◆ＷＥＢ ＣＭ動画ストーリー
壮大な楽曲をバックに、黒スーツを身にまとったイケメンサラリーマン達がヘリポートを歩くシーンからス
タート。使命感に駆られたような真剣な表情のサラリーマン 90 名が続々と集まってきます。ヘリポート中央
に集まったサラリーマンは、服装を整えたり、腕を伸ばしたり、何かの準備をしているようです。すると突然
サラリーマンたちが両手を上に挙げて前へ倒れ込みフレームアウト！次の瞬間ザッと倒れ込んだサラリーマ
ンとＢＳスカパー!キャラクターの B スカッピーが両手を地面に突いてそのまま一斉に正座の体勢をとります。
バラバラに集まっていたように見えたサラリーマンたちは、実は逆三角形に整列していて、後列から徐々に頭
を下げていきます。
「お願いだ。一度でいいから・・・」というナレーションとともにお辞儀のウェーブが起
こり、全員の「観てください！」で全力のお願いが完成します。ラストは全員の「お願いします！」という懇
願が続き、最後まで「全力のお願い」を楽しめる動画となっています。

◆撮影エピソード

今回の撮影は、残暑厳しい 9 月の都内、某ビル屋上のヘリポートで行われました。サラリーマン役として、

普段モデル業などで活躍するイケメンたちが同じ髪型・同じスーツで大集結するという異様な光景の中で撮影
がスタート。90 名の「全力のお願い」をぴったり合わせるために何度も何度も「お願いします！」と地に手
を突き頭を下げます。撮影中、頭を下げた数は約 30,000 回！今回サラリーマン集団のセンターを務めたモデ
ルの雷太さんは「一生分のお願いをしました！」とどこか誇らしげ。
実はイケメン集団に混ざってスカパー! 社員も出演、「こんなにきつい撮影と思わなかった・・・」とぼや
きつつ、
「心の底から観て欲しいと念じながらお願いしました」と、キャンペーンへの熱い想いを語っていま
した。
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◆ＷＥＢ ＣＭ動画概要
タイトル：
「全力でお願いしてみた」篇
公開日：2015 年 9 月 19 日（土）
URL：http://www.skyperfectv.co.jp/special/10days/cm/

◆キャンペーン概要
タイトル：
「スカパー! ／スカパー! オンデマンド 10 日間無料放送キャンペーン」
開催期間：2015 年 9 月 19 日（土）～9 月 28 日（月）
URL：http://www.skyperfectv.co.jp/special/10days
主な配信番組

※《》内はチャンネル名

◆「ももいろフォーク村」1 周年 1 年分のおハガキをみんなで読みます 60 分！《フジテレビ NEXTsmart》
◆UEFA Champions League 15/16 グループステージ 第 1 節（全試合見逃し配信）《欧州ｻｯｶｰｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ》
◆UEFA Champions League 15/16 グループステージ第 2 節
バルセロナ VS レバークーゼン/マルメ VS レアルマドリード（LIVE 配信＆見逃し配信）
《欧州ｻｯｶｰｵﾝﾃﾃﾞﾏﾝﾄﾞ》
◆K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN ～SURVIVAL WARS～《BS スカパー! 》
◆【ＡＸＮ 海外ドラマ祭】ＡＸＮ独占生中継！第 67 回エミー賞 授賞式《AXN Plus》

◆WEB ＣＭ動画「全力でお願いしてみた」篇
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リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。 「スカパー!エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp

