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報道機関各位 
 

芦田愛菜さんが英語のみで出演！※１ 

『ECCジュニア 生徒募集新 CM』 
「愛菜さんの生徒体験」篇を 1月 5日から放送開始 

芦田さんが ECCジュニア生に⁉ レッスンを突撃体験しました  
 

 
株式会社 ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が全国展開する、英会話・学習教室「ECC ジュニア」で

は、生徒募集のための新テレビ CM「愛菜さんの生徒体験」篇を 1 月5 日から放送します。昨年に引き続き女優の芦田愛

菜さんが登場。子ども英会話教室 教室数・生徒数 No.1※2の理由を解き明かすストーリーで、英語のみで出演※１している

点にご注目ください。 

 

 

 

ECC ジュニアは「より通いやすい環境で」「本格的な英語教室」を提供することを目指して、1980 年に全国展開を始めた英会

話・学習教室。現在、子ども英会話教室では教室数・生徒数 No.1※2 のトップブランドです。「英語を楽しみながら身につける

ECC ジュニアメソッド」「英語に夢中にさせてくれるプロフェッショナルな先生」「No.1 の教室数なので通いやすい場所にあ

る」点等を高く評価いただいており、全国に約 1 万教室ある ECC ジュニアで約 30 万名の方が学んでいます。 
※１ 出演シーンは全て英語。ナレーションは一部日本語になります。※2 2020 年度主要 9 事業者における 14 歳以下を対象とした子ども向け英会話教室 

教室数・生徒数（株）矢野経済研究所調べ 2021 年 6 月現在。※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。 

 

新テレビ CM のテーマは「楽しいから、つづく」。女優の芦田愛菜さんに出演いただき、楽曲は矢井田瞳さんの「Everybody 

needs a smile」を起用しました。CM の冒頭、芦田さんが「No.1 の理由は？」と英語でクイズを出題。子どもたちと一緒に

ECC ジュニアのレッスンを楽しみながら「選ばれる理由」を発見していきます。芦田さんのレッスン体験を間近で見学する

ような構成で、春から英語を始めたい気持ちを後押しします。 

 

 
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

●お客様 ＥＣＣジュニア 生徒募集係 Tel：0120-415-144（受付：平日 10：00～18：00） 
●報道機関 ＥＣＣジュニア 広報担当：宮本 Tel：06-7670-0186 E-mail：kouhou@ecc.co.jp （受付：同上） 
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◆CM について  

現役高校生である芦田愛菜さんに ECC ジュニアのレッスンを体験してもらい、芦田さんの目線で、その強みや魅力を語

っていただく狙いで制作した ECC ジュニア「愛菜さんの生徒体験」篇。芦田さんの流暢な英語が響いた瞬間、スタジオの

空気が変わりました。そばにいた監督も反射的に拍手してしまっていたくらいです。ひとつひとつの言葉や表情に芦田さ

んの誠実さややさしさがにじみ出る CM、ぜひご覧ください。（株式会社 ADK クリエイティブ・ワン クリエイティブディレク

ター 細川万理） 

 

◆テレビ CM 概要  

タイトル 
「ECC ジュニア 生徒募集」新テレビ CM 

「愛菜さんの生徒体験」篇 (15 秒、30 秒、60 秒） 

出演 芦田愛菜 

放映開始日 2022 年 1 月 5 日（水） 

楽曲 矢井田瞳  「Everybody needs a smile」   ※CM タイアップ楽曲 

動画 URL 
・15 秒 https://youtu.be/ykV62Yfx1rM 

・30 秒 https://youtu.be/flqqPXnvcSA 

 

◆矢井田瞳さん作詞・作曲 CM タイアップ楽曲について 

 
Everybody needs a smile , enjoy your life 

la la la la Drive your dreams 

Never say never ,when it is dark enogh,yeah 

you’ll see the stars 

la la la It’s time ,you can do it 

 

（みんな笑顔が必要さ 人生を愉しんで 

夢を追いかけて 

決して諦めないで 

暗闇でも君には星が見えるだろう 

その時が来た 君には出来るさ） 

 
「Everybody needs a smile」より CM 放送箇所抜粋 
 

◆関係者コメント 

①ECC 教育研究所所長 太田敦子 

芦田さんの発音は明瞭で聞き取りやすく、全体のリズムもとても自然です。芦田さんの誠実な人柄を表していると思います。

英語を話す時に大切なのは、気取ったりごまかしたりせず、いつもの自分のままで、気持ちをこめてわかりやすい英語を使

うことです。 

 

②ECC ジュニア 西村春香 

撮影時、芦田さんの英語力に現場スタッフからも思わず拍手がおきるほどでした。英語でも日本語でも、芦田さんの「相手に

伝える力」の素晴らしさを改めて感じました。TVCM30 秒版のレッスンシーンでは、芦田さんが実際に育てたことがある植物

を発表していただいています。ぜひご覧ください。 

https://youtu.be/ykV62Yfx1rM
https://youtu.be/flqqPXnvcSA
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③監督 石塚 一幹 

今回の CM は、ECC の授業を愛菜ちゃんが突撃体験するというものでした。撮影まで、愛菜ちゃんがどこまで英語を喋

れるのか確認が取れていませんでしたが、(撮影早々、テイク 1 から)流暢な英語で話していただいたので、現場の空気

がグッと上がったのを覚えております。休憩中、直接お話しさせていただいたところ、いつか海外に行って、いろんな方と

英語で楽しくコミュニケーションを取りたいと仰っていたのが印象的でした。いつもとは違う愛菜ちゃんの一面を見られて、

終始和やかな撮影現場でした。 

 

◆出演者・楽曲提供者プロフィール 

 

 
 
・映画/テレビ 

2010 年 第 34 回日本アカデミー賞新人俳優賞 「ゴースト もういちど抱きしめたい」  

2011 年 東京ドラマアウォード 2011 主演女優賞（「マルモのおきて」「さよならぼくたちのようちえん」） 

2012 年 第 54 回ブルーリボン賞新人賞（「うさぎドロップ」「阪急電車 片道 15 分の奇跡」） 

2018 年 NHK 連続テレビ小説 「まんぷく」 史上最年少語り 

2019 年 EX 系 バラエティー番組 「サンドイッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」 MC としてレギュラー出演 

 

◆芦田 愛菜さんからのコメント 
 
今年も ECC ジュニアの CM に出演させていただきました。 

今回は英語を話す CM だったので普段の撮影とは違う新鮮な緊張感がありました。 

英語を話すことで伝わる相手が増えたり、会話の幅が広がったりすることは私自身とてもワクワクします。 

CM を見て「英会話は楽しそう」と思っていただけたらとても嬉しいです。 

 
 

 
<矢井田 瞳（やいだ ひとみ）> 
 

1978 年大阪生まれ大阪育ちのシンガーソングライター。 

2000 年 5 月に「青空レコード」より「Howling」でデビュー。同年 7 月にマキシ・シング

ル「B'coz I Love You」でメジャーデビューを果たし、1st アルバム『daiya-monde』はアル

バムチャート初登場 1 位を獲得。2020 年にはデビュー20 周年を迎え、4 年ぶり 11 枚

目となるオリジナルアルバム『Sharing』をリリース。 

2021 年 6 月 16 日（水）には、「ずっとそばで見守っているよ」をデジタルシングルとしてリリース。2021 年 12 月 23 日に

は自身初となるクリスマスコンサートを開催。 

 

◆矢井田 瞳さんからのコメント 
 
英語教室で目をきらきらと輝かせながら授業を受けている子供たち。 

そんな光景を思い浮かべながら楽曲を制作しました。 

はみ出したって良い、間違ったって良い、 

子供たちには、色んな可能性を秘めた未来の扉をどんどん開けていってほしい、そんな願いを込めました。 

 

<芦田 愛菜（あしだ まな）> 
 
2004 年 6 月 23 日生まれ 17 歳 兵庫県出身 

2010 年 NTV 系ドラマ「Mother」で脚光を浴び、翌年 2011 年に NHK「大河ドラマ 

江～姫たちの戦国～」に出演。 

2011 年 CX 系ドラマ「マルモのおきて」で連続ドラマ初主演し、更には主題歌を歌

い、第 53 回日本レコード大賞特別賞を受賞。 
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▼「ECC ジュニア 春の入学キャンペーン」について  https://www.eccjr.co.jp/campaign2022/ 

・キャンペーン期間：2021 年 12 月 1 日（水）～2022 年 4 月 20 日（水） 

・特典内容 

①期間中の学習開始で、入学金が０円に〈通常 5,500 円（税込）〉 

②期間中の学習開始で、ECC オリジナル保冷ランチバッグプレゼント 

③無料体験レッスン参加で、ECC オリジナルクリアファイル＆ノートプレゼント 

・幼児（2 歳児～新年長）限定の特別特典もご用意しています。詳しくはホームページをご覧ください。 

 

▼「ECC ジュニア 生徒募集」ホームページ 

https://www.eccjr.co.jp/ 

※2022 年 4 月 英語・英会話コース 幼児 4・5 歳児クラス 全面リニューアル！ 

https://www.eccjr.co.jp/what/material.php 

 

 

【株式会社 ECC について】  https://www.ecc.co.jp/ 

ECC は 1962 年創業以来、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリ

キュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資

質を兼ね備えた人材を育てることを ECC の使命としています。 

 
 
【ECC ジュニアについて】 https://www.eccjr.co.jp/ 

ECCジュニアは、「より通いやすい環境で」「本格的な英語教室」を提供することを目指して、1980年に全国展開を始めた

英会話・学習教室です。英会話などを教える「ECCジュニア教室」、国語・算数を教える「学力養成教室 まなビーンズ」、

大学入学共通テストなどに対応できる力を養成する「ECCブランチスクール」、英会話や脳トレが楽しめる「ECCシニア教

室」の4つのブランドがあります。子ども英会話教室としては、教室数・生徒数業界NO.1※を達成しており、全国約１万教

室で約30万名の生徒がECCジュニア教室で学んでいます。 

※2020年度主要9事業者における14歳以下を対象とした子ども向け英会話教室 教室数・生徒数（株）矢野経済研究所調べ 2021年

6月現在。※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。 

▼ECCジュニア  https://www.eccjr.co.jp/ 

▼学力養成教室 まなビーンズ https://www.eccjr.co.jp/manabeans/ 

▼ECCブランチスクール https://www.eccjr.co.jp/course/branch/master.php 

▼ECCシニア教室  https://www.eccjr.co.jp/course/platinum/ 

注）ブランチスクール・シニアは上記URL以外にも多彩なコースがございます。詳しくはホームページをご覧ください。 
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https://www.eccjr.co.jp/manabeans/
https://www.eccjr.co.jp/course/branch/master.php
https://www.eccjr.co.jp/course/platinum/

