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新 TVCM「こくみん共済 coop の街 マイカー共済」篇
2021 年 11 月 6 日（土）から全国で放映を開始します

こくみん共済 coop〈全労済〉
（全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事理事長：廣田 政巳）
は、2021 年 11 月 6 日（土）より、
「マイカー共済」の新 TVCM を全国で放映します。
ぜひご覧ください。

■企画意図
今回の TVCM では、みんながたすけあって暮らす「こくみん共済 coop の街」を舞台に、くるまの補
償「マイカー共済」をご紹介しています。
また、2021 年 9 月より放映中の「こくみん共済」の TVCM に引き続き、当会の公式キャラクター「ピ
ットくん」が声を発し、組合員や生活者の方々に寄り添い、気づきを与え、直接コミュニケーション
がとれる存在として登場します。
カーライフの安心を支えるマイカー共済は、安全運転のドライバーをお得な割引で応援。無事故が
続けば最大 22 等級・64％割引、もしものときには、24 時間 365 日の事故受付体制と安心のロードサ
ービスでしっかりとサポートします。
また、子どもたちを交通事故から守るため、
「7 才の交通安全プロジェクト」にも取り組み、交通安
全の啓発のほか、マイカー共済の見積もり 1 件につき横断旗 1 本を児童館等に寄贈しています。
当会は、これからも事故のない街づくりにむけて取り組んでまいります。
■当会ホームページにて CM 動画を公開します。
https://www.zenrosai.coop/stories/cm.html

■マイカー共済の詳細はこちらからご覧ください。
https://www.zenrosai.coop/kyousai/mycar.html
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7 才の交通安全プロジェクトとは
小学校にあがり行動範囲が広がる 7 才児は、大人よりも目線が低く、まだ充分に注意力が育まれて
いないために、歩行中の交通事故による死傷者数が突出して多いというデータがあります（公益財団
法人交通事故総合分析センター調べ）
。
当会では、このデータに着目し、未来ある子どもたちを交通事故から守るため、2019 年 1 月から交
通事故抑制に取り組んでいます。
（公式サイト URL）https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj.html
＜主な取組内容＞
１．横断旗の寄贈
共済商品の利用を社会課題の解決にも繋げるため、2020 年から、
「マイ
カー共済」の見積もり 1 件につき 1 本の横断旗を全国に寄贈し、これまで
に約 477,000 本の横断旗を全国の児童館・小学校などへ寄贈することがで
きました。
２．交通安全教材を公式サイトで公開
子どもと親の交通安全意識を高めることを目的に、親子で楽しみながら交通安全について学ぶこ
とができるデジタル絵本「ふしぎなふしぎなマジカルメガネ」4 冊や、クイズ形式で楽しみながら交
通ルールが学べる「7 才の交通安全マップ」など、交通安全教材を公式サイトで公開しています。
３．金沢大学との共同研究の実施
2019 年 11 月から、金沢大学との共同研究をスタートし、7 才児を中心とした子どもたちの目線や
行動から、交通事故を防ぐための具体的な分析と施策に取り組んでいます。

＜こくみん共済 coop＞
正式名称：全国労働者共済生活協同組合連合会。
たすけあいの生協として 1957 年 9 月に誕生。
「共済」とは「みんなでたすけあうことで、誰かの万
一に備える」という仕組みです。少子高齢社会や大規模災害の発生など、私たちを取り巻く環境が大
きく変化しているなか、こくみん共済 coop は、
「たすけあい」の考え方や仕組みを通じて「みんなで
たすけあい、豊かで安心できる社会づくり」にむけ、皆さまと共に歩み続けます。
◆こくみん共済 coop たすけあいの輪のあゆみ：https://www.zenrosai.coop/web/ayumi/

＜リリースに関する問い合わせ先＞こくみん共済 coop ブランド戦略部
〒151-8571 東京都渋谷区代々木 2-12-10 電話：03-3299-4232／Email:koho@zenrosai.coop

＜ご掲載・ご取材に関するお問い合わせ先＞
株式会社ユース・プラニング センター 担当：大竹、田邊、安東
Tel：03-3406-3411 ／ Fax：03-3499-0958
大竹 携帯 080-8846-7806 ／t-otake@ypcpr.com
田邊 携帯 090-7900-4611 ／ k-tanabe@ypcpr.com
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CM ストーリー

『こくみん共済 coop の街

マイカー共済』 篇

（30 秒）

ここはみんながたすけあって暮らす「こくみん共済 coop の街」
。
ピットくんは、みんなが安心して暮らしていけるよう、街の人たちに寄り添い、見守っています。
この街に暮らす人たちは、たすけあいの仕組み「マイカー共済」で、もしもの事故や車のトラブル
に備えています。ドライバーの安心を支える「マイカー共済」は、手頃な掛金で、もしものときには
しっかり補償。安全運転のドライバーを応援するため、無事故が続けば最大 22 等級、64％割引。
また、子どもの交通安全に取り組む「7 才の交通安全プロジェクト」も実施中です。

マイカー共済は、

♪こくみん共済 coop

安全運転のドライ
バーをお得な割引
で応援。

ここは、みんなの

もしもの時には、

「たすけあいの街」

充実の補償でし
っかりサポート。

子どもの交通安
全にも取り組ん
でいます。

さあ、あなたも、
たすけあいの街
へ。

ピット！

うちは、マイカー共
済に入ってるから、
安心ね、ピットく
ん。

ピット！
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■CM 概要
タイトル

： 「こくみん共済 coop の街 マイカー共済」篇（30 秒）

放送開始日

： 2021 年 11 月 6 日（土）～

放送地域

： 全国

■制作スタッフ
企画・制作会社

：株式会社 Birdman

CREATIVE DIRECTOR / DIRECTOR ：竹内 冠太 （Birdman）
ART DIRECTOR

：重本 ガブリエル （Birdman）

DESIGNER

：田中 健一郎 （Birdman）

CG & MOTION DESIGNER

：高 睿 (Birdman）

CG & MOTION DESIGNER

：佐藤 瑞希 （Birdman）

CG & MOTION DESIGNER

：成瀬 誠 （Birdman）

CG & MOTION DESIGNER

：西間木 勝太 （Birdman）

PRODUCER

：高橋 慎士 （Birdman）

PROJECT MANAGER

：長友 彩景 （Birdman）

ACCOUNT EXECUTIVE

：森園賢太郎 （Birdman）

ACCOUNT EXECUTIVE

：小野川 翼 （DE Inc.）

制作協力

：株式会社 IMAGICA Lab.

EDITOR

：原田 賢介 （IMAGICA Lab.）

SOUND

：服部 航也 （IMAGICA Lab.）

MUSIC

：永野 亮

NARRATOR

：山谷 茉莉 小松田あこ 明石香織
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