


今回のCMは3年間の感謝も
込めた「コラボの集大成」に

　でんぱ組.incさんとは『ファンキル』

をリリースする前から、番組やイベ

ント、ゲーム内の施策など、もう3年

ほどお仕事をご一緒させてもらって

います。これだけ長くアイドルグルー

プとモバイルゲームがコラボをつづ

けている例は珍しいと思います。振り

返ると、ファンキルユーザーの皆様

にも、でんぱ組.incのファンの皆様

にも、楽しんでいただける企画をし

続けられました。今回はでんぱ組.inc

さんに『ファンキル』を支えていただ

いたこの3年間の感謝の気持ちも

込めた「コラボの集大成」としてメン

バー一人ひとりが主役となるCMを

企画しました。

　実は今回の企画につながるエピ

ソードもあって、昨年10月の『ファン

キル』２周年ファンミーティングで、

ゲーム内のでんぱ組.incユニットの

新デザインを発表した際に、メンバー

の皆さんが直々に「コスプレをしてみ

たい」と言ってくれました。ファンの

方もきっと期待してくださったでしょ

うし、「じゃあなんとかしてみよう」と

今回のCMでようやく実現させまし

た。本人たちの希望を最大限にくみ

とり実行することも相手へのリスペク

トにつながると考えていますし、この

ような企画の積み重ねも、コラボを

長く続けることができた理由なの

かなと思います。

こだわったのは、でんぱ組.incの
キャラクター×ゲームの世界観

　今回のCMは『ファンキル』のゲー

ム性を実写化したものです。前回監

督した『誰ガ為のアルケミスト』のCM

のかをこだわりました。

　たとえば、おっちょこちょいだけ

ど、やっぱり不動のセンターとして

頼りになるみりんちゃんは、ピンチを

大逆転する「急襲」という「スキル」

をテーマにしたり、いつも会うと元気

をもらえるえいたそは、ユニット同士

が隣接するとパワーアップする

「親密度」にしたりと、それぞれの

個性に合わせて企画しています。

ちなみにCMで対峙する2人の組み

合わせは、彼女たちの曲「W.W.D」

で歌われている関係にちなんだりも

しています。

ここを見れば、より面白い!?
ファンキルでんぱ組.inc見どころ 

ＣＭには隠れた？見どころも色々あり

ます。でんぱ組.incさん一人ひとりの

個性を映像でより表現するために、

15秒という短い時間ですが主役以

外にもそれぞれ役割や性格を意識し

た演技もしてもらっています。ぜひ

は、ドラマや映画のようなイメージを

重視した演出でしたが、逆に今回は

ゲームの楽しさを分かりやすく伝える

ことを重視しました。

　それを表現するために大事に

したのは、でんぱ組.incの皆さん

一人ひとりの個性の活かし方です。

「ゲーム性」×「メンバーの個性」を

考えて、どの内容を誰にやっていた

だくのか、それをどんな見せ方にすれ

ば、両方が最も活きる映像になる

各メンバーの皆さんが後ろでどんな
アクションをしているかにも注目して
みてください。
ゲームの再現という点で言えばファ
ンキルらしく（笑）あえてマス目に
合わせて直角に走ってもらったり、
BGMも効果音もゲームのものをその
まま使用しています。ファンキルユー
ザーの方なら、まさにゲームがその
まま実写化されたイメージを感じて

もらえるかなと思っています。
 
“洗練された”じゃ面白くない
真逆の演出にチャレンジした

　僕の考えですがアイドルグループの
コンセプトって「作為的」に作られて
いる側面があると思います。○○系
とか○○っぽいとくくられることが
ありますが、でんぱ組.incさんには
オタクカルチャーという大きなくくり

こそあるものの、グループ全体で固定化
された統一感や色はないと思うんです。
　以前、『ファンキル』のために曲を
2曲作っていただきましたが、でんぱ
組.incさんのそれまでの楽曲とは
異なり『ファンキル』のゲームカラー
を踏襲した作品に仕上がっています。
これは何色にも染められていない
「作られてない」からこそ生まれるも
のだと感じました。
　クリエイターは、作られていない
からこそ、独創的でおしゃれに仕上げ
たくなる。PVもそうですが、でんぱ
組.incさんと作品を作るときは誰しも
が洗練されたおしゃれな方向に演出
したくなるのかなと思います。
　でも僕は、あえて真逆の演出で
『ファンキル』のCMに挑戦してみた
いと思っていました。自然体で日常
的、楽しそうな彼女たちをそのまま
映像化したかったんです。メンバー
たちが『ファンキル』の世界で仲良く
遊んでいるようなイメージです。それ
が今の僕にできることかなと思って
作りました。

意見を踏襲してますし、メンバーが
好きな声優との掛け合いがあるフル
ボイスのオリジナルストーリー、そし
て今回のCMもそうです。リスペクト
以上の感情をたとえて言えば「片想
い」と言ってもいいかもしれません
（笑）。それくらいの強いリスペクトで
CM制作に臨んだことを、CMをご覧
いただいた皆さんに伝われば嬉しく
思います。
　ユーザーの皆様も、スタッフ含め
『ファンキル』に関わってくれた人た
ちがこの作品に出会えてよかったと
思ってもらえるように引き続きがん
ばっていきます。

プロデュースもコラボも作り手や
演者をリスペクトして取り組む

　僕は作品をプロデュースする際に
もっとも大切にしていることの一つ
が、作り手や演者へのリスペクトで
す。とくにコラボの場合は作り手が
こだわる世界観やメッセージにタダ
乗りするという形でなく『ファンキル』
に関わった人たちが「関わってよかっ
た」と誇りに思える関係になれるよう
「本気で」取り組みます。でんぱ組.inc
さんとの関係もしかりで、彼女たちへ
向き合うスタンスを大切にしてい
ます。キャラデザインは彼女たちの

コラボするたび深まるリスペクトの想い
『ファントム オブ キル（以下、ファンキル）』とでんぱ組.incのコラボレーションCM「ファン
キルでんぱ組.inc」の放映が2017年3月から開始されました。今回のCMでは、でんぱ
組.incの各メンバーが主演する6パターンほか1パターンの計7パターンの映像が
放映されています。本記事では「ファンキルでんぱ組.inc」がどのように生まれたのか、
その制作秘話とともにCM監督も務めた今泉潤プロデューサーに話をうかがいました。

大学在学中に、映像制作会社に入社。ドラマ・演劇
など幅広くエンタテインメントを手がける。2010年
7月、gumiに入社。数々のヒットゲームの企画・開発・運営
に携わり、2016年、株式会社Fuji&gumi Games
代表取締役に就任。『ファントム オブ キル』『誰ガ為の
アルケミスト』『シノビナイトメア』をプロデュース。
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feat : 古川未鈴

クールなもがちゃんのキャラクター性を立たせつつ、地形効果という
ゲーム性を分かりやすく表現することを意識しました。

ゲーム内の勝利ボイス「ゲームオーバー、だよ」は名セリフで、これは実写でもやりたかったんです。
芝居が多い役なので心配していたけど、撮影後に本人は

「わたし意外とできたでしょ」と笑顔でした。心配してすみません。

カメラにぶつかるくらいのダ
ッシュで撮影したみりんちゃ
んの迫真の演技！

もがちゃんらしいクールなかっ
こよさや表情。それと対照的に
少しコミカルなみりんちゃん。feat : 最上もが
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feat : 成瀬瑛美

みんなに元気を与えるえいたその太陽のような
存在感を表現するため、でんぱ組.incさんのPVでよく“後光”が差しているので
一人だけ光らせてみました

ねむちゃんの「遠くにいるから油断でしょ」というセリフは、
もともと「遠くにいるから油断したでしょ」だったのが実はスタッフの

タイプミスによって生まれた言葉。でも、かわいかったので採用しました。

feat : 夢眠ねむ

ねむちゃんの自信満々の演
技。ちなみに最後のカットで
ねむちゃんが持っている肉ま
んは本物です。

いつでも明るく笑顔のえいた
そ。あと、えいたその隣にくる
際のもがちゃんとりさちゃん
のアクションに注目です。
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feat : 藤咲彩音

feat : 相沢梨紗

「私が道を切り拓く」というセリフや、「あなたはよくやったほうよ」と
ピンキーを軽くあしらう姿、それに髪のかきあげ方で、
“厨二病キャラ感”が演出できているかと思います。

「ピンキーがんばった」のセリフ時の手の動きに合わせて
“キュッキュ”と効果音を入れてみたら
かわいさがいっそう引き立ちました。

この斧は見た目以上に重た
いんです。でもそれを感じさ
せないピンキーのプロ根性。

りさちゃんの足の間からピン
キーに寄るカットは西部劇風
でかっこいい！
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