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朝倉海、試合の 5 分前まで控室で行っているルーティーンとは？

Yogibo 新 CM『朝倉海 with Yogibo』全 3 種
6 月 17 日（金）より地上波にて公開

快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」を運営している株式会社ウェブシャーク（大阪市中央区／代表取締役 木村誠司）は、

Yogibo 愛用者である「朝倉海」が出演する新 CM3 本を、2022 年 6 月 17 日（金）より全国にて放映開始いたします。新 CM は、4 月
22 日（金）に公開された第一弾の CM と同じく台本なしの作品となっております。総合格闘家として活躍する朝倉さんがイチオシする
Yogibo 商品の組み合わせにご注目ください。

朝倉海、自宅でのYogiboのおすすめの使い方を伝授
新 CM『朝倉海 with Yogibo 普段の使い方』篇②（30 秒）では、朝倉さんイチオ
シの Yogibo 商品の組み合わせを披露。当日用意されたのは朝倉さんへの質問と、
シンプルな撮影スタジオに置かれた Yogibo のみで、朝倉さん自身の言葉がそのま
ま反映されたインタビュー形式の CM が完成しました。

Yogibo に座りながら「これも持ってます」と満面の笑みで話す朝倉さん。
Yogibo Max に Yogibo Roll Max を重ねた背もたれ付きのソファーのような組み合
わせは、朝倉さんの毎日のリラックスタイムには欠かせないものとなっているよ
うです。また、今回は 30 秒篇に加え、朝倉さんが試合の 5 分前まで控室で行って
いることや、Yogibo の新しい組み合わせを見つける様子を収めた 15 秒篇も 2 本公開いたしますので、併せてお楽しみください。

注目ポイント
台本なしの CM で、リアルな朝倉さんが地上波に
朝倉さんが試合の 5 分前まで行っているルーティーンを公開

Yogibo 愛用者の朝倉さんをも唸らせた新しい組み合わせを披露
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『朝倉海 with Yogibo 盛りすぎ』篇（15秒）
Yogibo Max の横に立ち、朝倉さんが格闘技の試合の控室でいつも行っていることを公開します。試合の控室にはいつも Yogibo が置
いてあると話す朝倉さん。試合が始まる 5 分前まで Yogibo で寝ていると裏側について公開しつつも、最後は「試合 5 分前は盛りすぎた！」
と笑いが起こる収録となっています。

『朝倉海 with Yogibo 使いたかった商品』篇（15秒）
Yogibo Max に座っている朝倉さんに Yogibo Neck Pillow X が投げ込まれる場面からスタート。キャッチしながら「欲しかったやつだ」
と満面の笑みで首にかけて堪能します。最後は「これもらっていいですか？」と Yogibo の新たな楽しみ方を見つけた朝倉さんのワクワ
クさが伝わるコメントで締めくくります。

新CM概要
タイトル

：『朝倉海 with Yogibo 普段の使い方』篇②（30秒）

https://youtu.be/tdsQkORdkuE

：『朝倉海 with Yogibo 使いたかった商品』篇（15秒）

https://youtu.be/LziinlACEQA

：『朝倉海 with Yogibo 盛りすぎ』篇（15秒）

https://youtu.be/QGmo5CqqAms

放送開始日 ：2022 年 6 月 17 日（金）

放送地域

：全国

出演

：朝倉海

出演者プロフィール
朝倉海 / Yogibo 歴 2 年
総合格闘家。第 3 代 RIZIN バンタム級王者。
初代 THE OUTSIDER 55-60kg 級王者。

RIZIN FIGHTING JAPAN GRAND-PRIX 2021 準優勝。
トライフォース赤坂所属。
同じく総合格闘家の朝倉未来は実兄。

プロジェクト概要
本 CM は、普段から Yogibo をご愛用いただいており、且つこれまで Yogibo の良さを世の中に向けて発信していただいた方々に恩返
しがしたい、という想いから始まったプロジェクトとなっております。現在は Yogibo 愛用者 5 組（はじめしゃちょー、指原莉乃、エハ
ラマサヒロ、朝倉海、かまいたち※敬称略）に CM 出演いただいております。

CM 特設サイト：https://yogibo.jp/withyogibo
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Yogibo について
ビーズソファをはじめインテリア家具 ・ 生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。
Yogibo のビーズソファは従来型のビーズクッションとは異なり、 1 つでベッド ・ ソファ ・ リクライニングチェアなど、 用途に合わせて形状を
自由に変化させることができます。 デザイン性も高い最先端のインテリアとして、 ご自宅だけでなくホテルや温泉旅館、 キャンプやグランピン
グ施設、 オフィスでのビジネスシーンなど、 様々な場所で活用頂いています。 現在、 世界 8 ヶ国で展開しております。
Yogibo は 「Yogibo Racing」 として 『Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS』 への参戦が決定いたしました。 また、 日本初
の女性プロサッカーリーグ 「WE リーグ」、 プロ e スポーツチーム 「REJECT」 や日本初開催のアクションスポーツ大会 「X Games Chiba
2022」 などへの協賛を行っております。 さらに聴覚や視覚など感覚過敏の症状がある人でも安心して落ち着いた環境でスポーツ観戦を楽し
むことができる 「センサリールーム」 のプロデュース ・ 普及活動、 被災地への支援活動や持続的な社会課題の解決を共に目指す 「TANZAQ
（タンザク）」 プロジェクトなど、 社会への貢献を通して “ストレスのない社会を実現する” ことを目指し活動しております。

Yogibo Racing 2022 参戦車両

プロeスポーツチーム「REJECT」

安心して観戦できる「センサリールーム」

日本初開催のアクションスポーツ大会「X Games」

日本初の女性プロサッカーリーグ「WEリーグ」

持続的な社会課題解決を目指す広告 「TANZAQ」

会
商

社

概

要

号 ：株式会社ウェブシャーク

代 表 者 ：代表取締役
所 在 地 ：〒541-0048
設

木村 誠司
大阪市中央区瓦町3丁目 6-5 銀泉備後町ビル 2F

立 ：2002年2月1日

事業内容 ・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」の運営 http://yogibo.jp
・世界初エッグウィッチ専門店「ドン・ウォーリー・エッグウィッチ」の運営 http://eggwich.jp
・持続的な社会課題解決を目指す広告 「TANZAQ(タンザク)」 http://tanzaq.jp
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