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2016 年 11 月 10 日 

株式会社ベルーナ 

報道関係各位 

 

 

 

 

 

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開するレディースファッション通販

「RyuRyu（リュリュ）」（http://belluna.jp/ryuryu/）では、俳優の瀬戸康史さんを起用した TV-CM 第 2

弾『RyuRyu 子と友カレ セール編』を 2016 年 11 月 18 日（金）より放送開始します。 

 

「RyuRyu」は、20 代～30 代の女性をターゲットに“様々な女性のオシャレを応援するトレンド通販”

として、2000 年より展開しています。 

第 1弾の「RyuRyu 子と友カレ 登場編」に続いて瀬戸康史さんが出演します。今回放送する「RyuRyu

子と友カレ セール編」では、瀬戸さんが彼女と仲良く並んで RyuRyu のスマホサイトをのぞきこみ、セ

ールを楽しむ姿を描きます。セールならではの高揚感やドキドキ感を、2 人のストーリーからも伝えた

いという思いから生まれた CM です。 

 また同 CM の公開のタイミングに合わせて、ワンピースやスカートなど約 2,000 点を最大 80％オフで

販売するウルトラセールを開催します。期間は 2016 年 11 月 17 日（木）～12月 1 日（木）です。 

 

【CM 概要】 

タイトル  ：RyuRyu 子と友カレ セール編 

放送開始  ：2016 年 11 月 18 日（金）～ 

放送地域  ：関東、関西、静岡 

放送時間帯  ：6 時～25 時  

 ※一部エリアで時間拡大 

CM の長さ  ：15 秒 

 

 

 

 

【ウルトラセール概要】 

セール期間 ：2016 年 11 月 17 日（木）19：00 ～ 2016 年 12 月 1 日（木）13：00 

概要 ：ワンピースやスカートなど全カテゴリから約 2,000 点を最大 80％オフで販売 

  

人気俳優 瀬戸康史さんが出演する話題の CM 第 2 弾 

「RyuRyu 子と友カレ セール編」11 月 18 日(金)より放送開始 

～最大 80％オフのウルトラセール開催～ 
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【CM ストーリー】 

登場編と同じ部屋、いつものソファに並んで座る、瀬戸さんと彼女（RyuRyu 子ちゃん）。 

お気に入りの RyuRyu がセール中なので、一緒にスマホをのぞいて、「あれがかわいい」、「こっちが

似合いそう」と盛り上がっています。いつもより、さらに安くなっている商品の数々に驚きを隠せない

瀬戸さんを横目に、彼女は欲しいものを見つけて目を輝かせます。そんな彼女が、かわいくてたまらな

い様子の瀬戸さんはセール中にかこつけて「セール、チュー」といたずらっぽくキスを迫りますが、お

買いもの中の彼女はつれない返事をしています。おあずけとなってしまった瀬戸さんは、甘えたように

「ワン…」と彼女の膝に倒れ込みます。後日、セールで買いこんだ服を広げて、鏡の前であれこれコー

ディネートを楽しんでいる彼女。そのキラキラした笑顔をみて再び、彼女のかわいさにノックアウトさ

れる瀬戸さんなのでした。 

 

【撮影エピソード】 

登場編と同じセットで行われた撮影。今回は、彼女（RyuRyu 子ちゃん）役の鈴木優華さんはもちろん、

瀬戸さんのトップスも実は RyuRyu の商品。真っ白なモヘア調のニットも、かっこよく着こなしていま

す。仲良くソファに並んでスマホをのぞきこみ、友だち同士のように買い物を楽しむシーン。見ている

こちらも、思わず微笑んでしまいます。しかし、彼女が欲しいものをみつけると、瀬戸さんの「彼氏ス

イッチ」が ON になります。いたずらっぽく迫る姿には、思わずドキっとさせられます。キスがおあず

けとなり、彼女の膝に倒れこむシーンでは、「そこで、ワンって言ってみて」とのムチャぶりに「わん！？

…ワン！…ワーン！…バウッ！…」と、いくつもの犬の鳴き声を試す瀬戸さん。「ニャー」という猫の

ように甘えてみたり、すねてみたり。動物好きの瀬戸さんらしく、鳴き声だけで様々な演技を見せてい

ただきました。CM に使われたのは、どんなバージョンか、チェックしてみてくださいね。 

 

【瀬戸康史さんプロフィール】 

名前  ：瀬戸康史（せとこうじ）  

誕生日 ：1988 年 5月 18 日 

出身地  ：福岡県 

血液型 ：A 型  

身長  ：175cm 

映画・ドラマ・舞台を中心に活躍し、演技力を高く評価されている。

様々な注目作に出演し人気・実力共に急上昇中。 

 

 今後の出演情報 

・昭和三部作・完結編「陥没」作・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ 17’2 月 シアターコクーン 

・「奇ッ怪」 シリーズ 舞台『遠野物語・奇ッ怪 其ノ参』  脚本・演出：前川知大 

世田谷パブリックシアター 

 主な出演作品 

・CX「 HOPE〜期待ゼロの新入社員〜 」 桐明真司 役 

・TBS「私結婚できないんじゃなくて、しないんです」 橋本諒太郎役 

・NHK 連続テレビ小説「あさが来た」 成瀬泉役  
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【RyuRyu 子と友カレ セール編 ストーリーボード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RyuRyu♪ 

＜瀬戸さん＞ 

うわ、 

セールじゃん！ 

RyuRyu子ちゃん！

80%OFF?! 

＜鈴木さん＞ 

これ、 

カワイイかも。 

＜瀬戸さん＞ 

セール 

ちゅ～～～～ 

＜鈴木さん＞ 

あとで。 

＜瀬戸さん＞ 

わんっ・・・。 

＜NA＞ 

ウルトラセール！ 

MAX80％OFF 

ファッションサイト

RyuRyu 

＜瀬戸さん＞ 

ちゅーしたい。 
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【セールおすすめ商品】 

◆ポンチョ風パーカー 

 サイズと価格 ：S、M、L、LL セール価格 379 円（税別）80％オフ 

 色 ：パープル、ブラック、チャコールグレー、 

 キャメル、ベージュ、ライトグレー 

 素材 ：ポリエステル 60％、アクリル 25％、 

 レーヨン 15％ 

 特長 ：起毛感のある生地のポンチョ風のパーカーで、 

 ゆったりとしたシルエットが可愛らしい。 

 

 

◆ウエストシャーリングプリントワンピース 

 サイズと価格 ：S、M、L、LL セール価格 569 円（税別）80％オフ 

 色 ：レース柄、ピンク系、グリーン系、チェック柄 

 素材 ：〈表地〉ポリエステル 100％、〈裏地〉付(身頃のみ) 

 特長 ：胸元とバックに入ったタックで上身頃に立体感を 

 作り、ゴムシャーリングでウエストをきゅっと 

 引き締めてメリハリラインを実現。 

 

 

【ファッション通販サイト RyuRyu】 

 コンセプト ：様々な人のオシャレを応援するリアルトレンド通販 

 ターゲット ：20 代～30 代の女性 

 取扱商品 ：レディースファッション、ファッション雑貨など 

 Web サイト ：http://belluna.jp/ryuryu/ 

 

【会社概要】 

 会社名 ：株式会社ベルーナ 

 代表  ：代表取締役社長 安野 清 

 本社  ：埼玉県上尾市宮本町４番２号 

 ホームページ ：http://www.belluna.co.jp 

 設立  ：1977 年 6月 

 資本金 ：10,607 百万円 

 事業内容 ：総合通販事業、専門通販事業、店舗販売事業、ソリューション事業、 

ファイナンス事業、プロパティ事業、その他の事業 


