2019 年 4 月 4 日
株式会社ビデオリサーチ

平成 30 年間の CM タレントランキングまとまる

平成の CM 女王は上戸彩！
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京、社長：加藤 讓）は、この度、関東地区において平成 30 年間（1989 年 1
月 1 日～2018 年 12 月 31 日）にテレビでオンエアされたＣＭ出演タレントのランキングをまとめました。
平成 30 年間のテレビ CM 出演累積秒数をもとにしたランキングをみると、最も CM に出演したタレントは「上戸
彩」でした。2001 年に「日清 カップヌ－ドル」で初めて CM に出演して以来、「ソフトバンク」「AOKI」などを中心に
同一企業で長く出演を続けています。中でも、2007 年から出演の「ソフトバンク」は、彼女の総出演量の 40％以上
を占 め 、トッ プになる大 きな要 因 と なりま した 。直 近 の 2018 年 で は若 者 を中 心 に流 行 した 動 画 投 稿 アプリ
「TikTok」にも出演。新元号「令和」になっても変わらず多くのジャンルでの出演が期待されます。
総合 2 位は男性トップとなった「木村拓哉」です。1993 年に「大塚製薬 オロナミン C」で CM に初出演して以降、
「TBC グル－プ」「日本中央競馬会」などに出演、「トヨタ自動車」「富士通」「ニコン」など上戸彩と同様に同一企業
での長期起用が出演量を押し上げる結果となりました。
総合 3 位は「所ジョージ」。「ミスタードーナツ」「大正製薬 ZENA」に加え、「日本宝くじ協会」の出演も目立ちま
す。総合 4 位は「三菱 UFJ 銀行」「積水化学」などのイメージキャラクターに起用されている「阿部寛」。両者の特徴
は 30 年間に亘りコンスタントに CM 出演していることであり、これが上位にランクインした要因とみられます。総合 5
位は「綾瀬はるか」で、近年は「日本コカコ－ラ」「パナソニック」など東京五輪スポンサーの CM 出演が目立ちます。
平成 30 年間のテレビ CM 出演タレントランキング
順位

タレント名

累積秒数

累積本数

主な出演CM（銘柄）

1 上戸 彩

3,214,220

198,002 ソフトバンク

ＡＯＫＩ

アサヒ クリアアサヒ

2 木村 拓哉

2,223,185

125,133 ＴＢＣグル－プ

日本中央競馬会

森永 ｉｎゼリ－製品

3 所 ジョ－ジ

2,038,575

129,165 ダスキン ミスタ－ド－ナツ

大正製薬 ＺＥＮＡ Ｆ－２

アサヒ飲料 ワンダモ－ニングショット

4 阿部 寛

2,027,205

116,726 三菱ＵＦＪ銀行 バンクイック

積水化学

ＶＩＳＡインタ－ナショナル ＶＩＳＡカ－ド

5 綾瀬 はるか

1,892,030

105,839 日本ケンタッキ－ フライドチキン

Ｐ＆Ｇ パンテ－ンＰＲＯ－Ｖエクストラダメ－ジケア製品

パナソニック ビエラ

6 樋口 可南子

1,788,995

101,880 ソフトバンク

ユニクロ

大塚 ファイブミニプラス

7 玉木 宏

1,779,310

96,139 永谷園 製品総合

モンデリ－ズジャパン クロレッツＸＰ

マツダ ＤＥＭＩＯ

8 仲間 由紀恵

1,724,905

103,772 ケイディ－ディ－アイ

日清 チキンラ－メン 袋

サッポロ 麦とホップ

9 唐沢 寿明

1,708,795

106,716 ミツカン 味ぽん

久光 サロンパスＡ

ネスカフェゴ－ルドブレンド

10 香取 慎吾

1,668,755

100,858 ＩＢＭ Ａｐｔｉｖａ

シャ－プ ＡＱＵＯＳ

久光 サロンパスシリ－ズ フェイタス

11 鈴木 一朗 （イチロ－）

1,662,865

93,768 サトウ ユンケル黄帝液

ハウス とんがりコ－ン

キリン 一番搾り

12 妻夫木 聡

1,635,890

85,690 日本宝くじ協会 ＬＯＴＯ７

東京ガス

サッポロ 黒ラベル

13 米倉 涼子

1,627,770

大東建託

セイコ－エプソン 製品総合

14 中居 正広

1,551,380

95,642 ハウス ウコンの力 ウコンエキスドリンク

サントリ－ ス－パ－ホップス生

日本中央競馬会

15 役所 広司

1,548,560

90,644 キリン 一番搾り

ハウス ジャワカレ－

ダイハツ ＭＯＶＥ

16 織田 裕二

1,546,310

94,205 イ－デザイン損害保険 自動車保険

ＮＴＴドコモ

オ－プンハウス

17 和田 アキ子

1,528,950

72,854 永谷園 製品総合

毛髪クリニック リ－ブ２１

マルハン

18 西田 ひかる

1,468,470

91,580 ハウスカレ－ マルシェ

三菱 霧ヶ峰

ブリヂストン タイヤ製品

19 藤原 紀香

1,468,290

90,000 レオパレス２１

ジェイフォン東日本

ホ－ユ－ シエロヘアカラ－ＥＸ

20 菅野 美穂

1,396,775

84,699 チョ－ヤ ウメッシュ

大鵬薬品 チオビタドリンク

三井ホーム

104,078 コ－ワ キュ－ピ－コ－ワゴ－ルドα

※出演CMの累積秒数をもとにランキングしています。
集計対象局：関東5局（日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ）
集計対象期間：1989年1月1日～2018年12月31日までのオンエアCMを対象

テレビ広告統計
ビデオリサーチのグループ会社であるビデオリサーチコムハウスが、関東・関西・名古屋の CM 出稿量を独自の基準によって取りまとめた国内最大の
テレビ CM に関するデータベース。月報（翌月）、週報（二週後）、テレビ CM 速報（オンエア翌日）などタイミングで提供。

株式会社ビデオリサーチコムハウス
ビデオリサーチのグループ会社で、1969 年の創設以来、CM データをさまざまな角度から収集・分類･分析し、テレビ広告統計データとして提供。

本件の詳細については下記までお問い合わせ下さいますよう、お願い致します。
■お問い合わせ先

(株)ビデオリサーチ コーポレートコミュニケーション室

TEL.03-5860-1723 FAX.03-3556-8914 E-mail：info@videor.co.jp

