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 第一生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡邉光一郎）は、イメージキャラクターに女優の

武井咲さん、俳優の田辺誠一さん、東出昌大さん、伊吹吾郎さんを起用し、新 TV-CM「Ｄセイバー シニアの卒

業！？」篇（15秒・30秒）を、2013年 11月 21日（木）から全国でオンエア開始します。 

 

 

 【写真】第一生命 新 TV-CM「Ｄセイバー シニアの卒業！？」篇より 

 

 

 

 

 

 

～第一生命保険 新TV-CM～ 

地球の平和を守る“ヒーロー”「Ｄセイバー」シリーズ最新作 

伊吹吾郎さん出演 

「Ｄセイバー シニアの卒業！？」篇 
 

2013年11月21日（木）より全国オンエア開始  
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■TV-ＣＭについて                                            
「家族の平和なくして、地球の平和なし」というポリシーのもと、武井咲さん、田辺誠一さん、東出

昌大さん、伊吹吾郎さんが人間離れした特殊能力を持つ正義のヒーロー「D セイバー」に扮し、地

球上の不安や困難（「ワーリー」）から人々を守る当社の CMシリーズ。 

 この度、シリーズ最新作となる TV-CM 第 4 弾「Ｄセイバー シニアの卒業！？」篇を制作しまし

た。 

 

■CMストーリー                                              
セイバーシニアである伊吹吾郎さんが、「ワーリー」から人々を守るために車を持ち上げ

た瞬間、腰に激痛が走ります。ついにヒーロー卒業を考え始めたセイバーシニアの伊吹吾

郎さんが、ちびっ子ファンたちの無垢な姿を目にして、ふたたび現役続行の道を力強く歩

み始める姿が描かれます。 

 伊吹さんのようにまだまだ人生を元気に楽しむみなさんに、その人生を力強く支える「メディ

カルエール」や「グランロードＶ」等の頼もしい商品特徴をチャーミングに伝えていく当社の新

ＣＭをご覧ください。 

 

■撮影エピソード                              

◇伊吹さんの明朗さに共演者もスタッフも元気に 

児童公園での撮影場面。あいにくの曇り空を吹き飛ばすような伊吹さんの明るい声に、

子役の方々だけでなく、スタッフたちも大いに元気づけられた様子。小学校低学年の共演

者の演技をやさしく見守る伊吹さんの表情が印象的でした。 

  

◇元気いっぱいのちびっ子Ｄセイバー 

公園で元気いっぱいに「Ｄセイバーごっこ」をする子どもたち。胸に手作りのマークを

付け、不揃いなマントを羽織って賑やかに遊ぶ姿に、「Ｄセイバー」への人気や憧れの強さ

が表されています。そんな公園のシーンは、声を合わせたり、リズミカルな掛け合いがあっ

たりと難しい場面でしたが、何度撮り直しても元気に演技をする姿は圧巻でした。 

撮影の合間には、子役の方々同士があっという間に打ち解け、マントを翻して走り回る

子どもらしい一面もあり、にこやかな撮影現場となりました。 



 

3 

■出演者インタビュー                              

――役柄を教えてください 

【伊吹さん】：シニア代表、昔ながらの正義感を持ったヒーロー界の御意見番です。まだまだ現役

バリバリのヒーローですが、時に次の人生についてふと考えることがあったり、孫には甘い普通の

おじいちゃんです。 

 

――CMのテーマでもある「守る」ことについて 

【伊吹さん】：私生活でもドラマでも、誰かを守るという役柄が多かったので、普通の人よりもそうい

う意識が高いかもしれません。どちらかというと時代劇のイメージが強かった僕が、今回はヒー

ロー物をやっているということで、周りからギャップの大きさに驚いているという声を聞いています。 

 

――今回のＣＭのみどころは？ 

 【伊吹さん】：セイバーシニアは力自慢ということで、いつものようにパワーを発揮して人々をワーリー

から守るのですが、普段のシーンでは、年齢とともに人生のことを考えたりと自分に置き換えても共感

しますね。それから、孫のような年齢の子どもたちから人気があるというのは、いいですね！やる気が

出ますよ。 

 

――CM をご覧になる視聴者の方にメッセージをお願いします 

【伊吹さん】：これから日本という国がどうなっていくのか、また自分達がどうなっていくのか、先の

見えない時代ですからね。そういった意味では、第一生命の保険の魅力を伝える仕事ということで、

ものすごく好感を持って出演させていただいております。Dセイバー、どうぞご期待ください。 
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■プロフィール                                

  

 伊吹 吾郎 Goro Ibuki 

 生年月日  ：  1946年 1月 2日（67歳） 

 出身地    ：  北海道 

 出演作    ： 【TV】TBS ドラマ「水戸黄門」（1983～2000） 渥美格之進役 

                  NHK大河ドラマ「八重の桜」（2013） 水戸（徳川）斉昭役 

            【映画】「ストロベリーナイト」（2013） 水谷次郎役 

 

武井 咲 Emi Takei 

 生年月日  ：  1993年 12月 25日（19歳） 

 出身地    ：  愛知県 

 出演作    ： 【TV】NTV ドラマ「東京全力少女」（2012） 主演 佐伯麗役 

              EX ドラマ「お天気お姉さん」（2013） 主演 安倍晴子役 

            【映画】「るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編」 

                 （2014夏公開予定） 神谷薫役 

 

 田辺 誠一 Seiichi Tanabe 

 生年月日  ：  1969年 4月 3日（44歳） 

 出身地    ：  東京都 

 出演作    ： 【TV】TBS「アシタスイッチ」MC、CX ドラマ「LAST HOPE」（2013） 高木淳二役、 

                 NTV ドラマ「斉藤さん 2」（2013.07～） 山内弘高役 

            【舞台】「八犬伝」（2013） 

 

 東出 昌大 Masahiro Higashide 

 生年月日  ：  1988年 2月 1日（25歳） 

 出身地    ：  埼玉県 

 出演作    ： 【TV】NHK連続テレビ小説「あまちゃん」（2013.04～） 若き日の大吉役、 

              NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」（2013.09～） 西門悠太郎役 

            【映画】「クローズ EXPLODE」（2014公開予定） 主演 鏑木旋風男役 

 

※年齢は 2013年 11月 18日時点 
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■CM概要                                               

タイトル     ：    第一生命保険 新 TV-CM「Dセイバー シニアの卒業！？」篇 

 出演      ：   伊吹 吾郎／武井 咲／田辺 誠一／東出 昌大 

撮影時期    ：   2013年 6月 

撮影場所    ：   都内スタジオ 

放映開始日  ：    2013年 11月 21日（木） 

放送地域    ：    全国 

 

■制作スタッフ                                              

CD ：  樋口 尚文 

CW          ：  杉谷 有二 

CW          ：  橋本 卓郎 

PL         ：  植田 正行 

AD ：  福井 知右 

CP ：  大銅 厚彦 

キャスティング ：  浦田 光久 

キャスティング ：  千葉 直人 

シニアプロデューサー ：  藏原 康之 

プロデューサー ：  伊達 優 

PM                    ：   橘 慎哉 

演出 ：  伊志嶺 一 

撮影 ：  町田 博 

照明 ：  木村 太郎 

美術デザイナー ：  井上 しんじ 

スタイリスト       ：  中川原 寛 

スタイリスト       ：  二見 綾子 

スタイリスト       ：  吉田 由紀 

スタイリスト       ：  野原 英則 

スタイリスト       ：  柚月 一樹 

コスチューム制作 ：  竹田 団吾 

ヘアメイク       ：  杉山 裕則 

ヘアメイク       ：  竹下 あゆみ 

ヘアメイク       ：  大渡 八千代 

ヘアメイク       ：  倉田 光久 

 

 

 

 

 



 

6 

■2013年 11月～12 月「健康も未来も安心！キャンペーン」概要                                             
第一生命では、ただいま「健康も未来も安心！キャンペーン」を実施中です。 

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、総計 2,700名様に「ＪＴＢえらべるギフトた

びもの撰華」（50,000 円相当分）やふとんクリーナー「レイコップ」などをプレゼントしますので、ぜ

ひご応募ください！ 

当キャンペーンの詳しい内容につきましては、お近くの第一生命または担当の「生涯設計

デザイナー」までお問い合わせください。 

 

応募期間：2013年 11月 18日（月）～2013年 12月 27日（金） 

応募締切：2013年 12月 27日（金） ※締切は 1回のみ 

応募方法：担当の「生涯設計デザイナー」がお届けするキャンペーンリーフレット、また

は、第一生命ホームページよりご応募ください。 

 

※第一生命の社員ならびにその家族は応募できません。 

 

(登)C13C0481(2013.11.11)③ 


