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武⽥玲奈主演、駅前留学 NOVA の新 CM に注⽬︕︕

NOVA うさぎと TikTok ⾵ダンスでコラボ♪
新 CM は 2 ⽉ 1 ⽇ 14 時より WEB で先⾏公開
順次、全国にて TV 放映も開始します︕
今なら、⼊会で「新潟県産コシヒカリ」がもらえるキャンペーンも︕
NOVA ホールディングス株式会社（本社︓東京都品川区、代表取締役社⻑ 稲吉正樹）は、イメージキャラクター就任 4 年⽬とな
る武⽥玲奈さんが出演する駅前留学 NOVA の新 CM を 2 ⽉ 1 ⽇より WEB で先⾏公開︕その後は順次、全国にて TV 放映も開始
いたします。
新 CM は、「武⽥玲奈さん」と NOVA のキャラクターである「NOVA うさぎ」がコラボして、お部屋で仲良く TikTok ⾵ダンスを披
露するという内容。 コミカルでかわいいダンスとともに、CM ソングでお馴染みの、「NOVA うさぎのうた〜いっぱい聞けて、いっぱいし
ゃべれる〜」も武⽥さんの歌声でお届けしており、思わずマネしたくなるような楽しい CM に仕上がりました︕
今なら、⼊会で NOVA RICE「新潟県産コシヒカリ」がもらえるキャンペーンも実施中︕

さらに今年は、オンライン英会話「新・お茶の間留学」、こども英会話「NOVA バイリンガル KIDS」の 2 本の CM もリリース︕
合計 3 種類もの CM で武⽥さんの様々な魅⼒を感じていただけます︕
新 CM の本編とメイキング映像は、NOVA 公式 HP にて２⽉ 1 ⽇ 14 時より公開予定です︕

■新 CM 概要
TVCM 放映開始⽇︓2021 年 2 ⽉ 2 ⽇（⽕）〜

公開 URL ︓https://www.nova.co.jp

「いっぱいダンス（コシヒカリ）」篇（15 秒）

■撮影秘話
今回は、NOVA のメイン CM 「いっぱいダンス」篇、新お茶の間留学「うさみみ」篇、NOVA バイリンガルキッズ「教室訪問」篇
の 3 種類のＣＭを制作。２⽇間に渡って撮影が⾏われました。メインのダンスシーンをはじめ、英語を話すシーンや NOVA うさぎ
がいることを想定して演技をするシーンなど、様々なシチュエーションでの撮影でしたが、NOVA の CM は 4 年⽬となる武⽥さん、
英語⼒だけではなく表現⼒にもさらに磨きがかかり、どのシーンもとてもスムーズに撮影が進んでいきました。
なんといっても注⽬なのは、武⽥さんとＮOVA うさぎのコラボ︕NOVA うさぎが CM に登場するのは 5 年ぶりとなり、「いっぱい
ダンス」篇では、「いっぱい聞けて、いっぱいしゃべれる」のフレーズでおなじみの「NOVA うさぎのうた」を武⽥さんが歌い、TikTok ⾵
ダンスを仲良く披露しています。
メイキング映像では３本の新 CM の撮影⾵景をはじめ、武⽥さんへのインタビューやメッセージも収録されています。CM 本編と
あわせてメイキング映像も是⾮ご覧ください。
NOVA では「コミュニケーションとしての英語」を習得いただくことを⽬指し、どなたでも無理なく、学び⽅の選択肢を広げ、気軽に
語学学習のはじめの⼀歩を踏み出す応援をしております。
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■武⽥玲奈さんプロフィール

2014 年

Popteen レギュラーモデルとして芸能活動をスタートする。
第 96 回全国⾼等学校野球選⼿権福島⼤会の
KFB ⾼校野球ガールに選ばれる。

2015 年

映画「暗殺教室」で⼥優デビュー。
「週刊ヤングジャンプ」13 号で史上最⼤級の逸材として、
初登場にして初表紙に異例の抜擢。⼤注⽬の新⼈⼥優。

2016 年

4 ⽉〜集英社「non-no」専属モデル

2017 年

4 ⽉ 映画「ポエトリーエンジェル」、映画「パパのお弁当は世界⼀」
7 ⽉ ドラマ「マジで航海してます。」で主演を務める。

Date of Birth:1997.7.27

2018 年

4 ⽉ 映画「⼈狼ゲーム インフェルノ」では初の単独主演を果たす。

Place of Birth:福島県出⾝
Blood Type: B 型
Hobby:

1 ⽉ ドラマ「⼈狼ゲーム ロストエデン」

2019 年

TBS×Paravi スペシャルドラマ「新しい王様」、
AbemaTV オリジナルドラマ「御曹司ボーイズ」、

映画・アニメ鑑賞 マンガを読むこと

「電影少⼥-VIDEO GIRL MAI 2019-」、「おいしい給⾷」に出演。

Speciality: ルービックキューブ
2020 年

CM「ハートに炎を。BOAT IS HEART」、
映画「踊ってミタ」、「劇場版 おいしい給⾷ Final Battle」に出演。

■⼊会キャンペーン実施中 「新潟県産コシヒカリ」がもらえる︕

１⽉４⽇より、来校特典として「NOVA うさぎ しおラーメン」。
さらに⼊会すると NOVA RICE 「新潟県産コシヒカリ 5Kg」がもらえるキャンペーンを実施中です。
NOVA 公式サイト
https://www.nova.co.jp/
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【本件に関するお問い合わせ先】

NOVA お問い合わせ窓口
フリーダイヤル：0120-324-929

受付時間（月曜～土曜日）10：00～22：00 （日曜日）10:00～19:00

