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2017年 4月 18日 

株式会社オープンハウス 

（東証一部上場：証券コード 3288） 

 

織田裕二さん出演の TV-CF「ジョンシリーズ」の最新作 

新キャラクターにずん・飯尾和樹さんを迎え、4/22より放送開始 

～ Web サイトの CMギャラリーでは、ロング Ver.や過去作も公開 ～ 
 

東京 23 区と名古屋エリアを中心に不動産業を展開する、株式会社オープンハウス（本社：東京都千代田区、代表取締

役社長：荒井 正昭）は、織田 裕二さんが出演する TV-CF「ジョンシリーズ」の第 10 弾として、「お宅訪問」篇の放送を

2017年 4月 22日（土）に開始いたします。 
 

“東京の家”を舞台に、織田さんが扮する犬のジョンと個性豊かなゲストキャラクターたちのコミカルなやり取りを描く TV-CF「ジョ

ンシリーズ」。最新作「お宅訪問」篇では、お笑いコンビ「ずん」の飯尾 和樹さんを起用し、新たな展開を迎えます。本 TV-CFは、

関東エリア、中京エリアで放送するほか、当社 Web サイトの CM ギャラリーでも公開いたします。前作「入居」篇にて念願の“東

京の家”を手に入れすっかりご満悦のジョンですが、彼に訪れる次の急展開を是非お楽しみいただければと思います。 
 

  
 

オープンハウスWeb サイト CM紹介ページ  URL：https://oh.openhouse-group.com/company/cm/ 

 

＜TV-CF「ジョンシリーズ」の最新作・「お宅訪問」篇の概要＞ 
 

今回、放送を開始する「お宅訪問」篇は、“東京の家”で上機嫌のジョン（織田裕二）のもとに、近所の犬（飯尾和樹）が

訪れるところからスタートします。自慢げに、お気に入りの“東京の家”を紹介するジョン。新築一戸建ての新居を、二人は犬の目

線で満喫します。すっかり意気投合する二人ですが、そのタイミングで意味ありげに微笑み振り返る飯尾さんの一言から、ストーリ

ーは意外な方向に進み始めます。後半の目まぐるしいストーリー展開と、その展開に合わせて表情豊かにジョンを演じる織田さん

に注目です。 
 

第 10弾を迎える TV-CF「ジョンシリーズ」では、紆余曲折ありながらも、ついに“東京の家”で暮らし始めたジョン一家の次の展

開を描きました。撮影シーンの“東京の家”には、実物の“東京の家”を使用し、当社としてもよりいっそう力を入れた作品となりま

した。新築一戸建て住宅の魅力も感じてもらいつつ、ストーリーを楽しんでもらえればと思います。 

当社Web サイトの CM ギャラリーでは、「お宅訪問」篇の 60秒 Ver.の他、シリーズの過去作品も公開しています。是非、合

わせてお楽しみ下さい。 

https://oh.openhouse-group.com/company/cm/
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＜「お宅訪問」篇のカット紹介＞ 
 

 
“東京の家”を喜ぶジョン 

 

 
訪れた近所の犬 

 
有頂天で家を紹介するジョン 

 

打ち解けあう二人 

 

注目の織田さんの表情 

 

当社ロゴ 

 

＜「お宅訪問」篇の概要＞ 
 

CM紹介 Web サイト  URL：https://oh.openhouse-group.com/company/cm/ 

（※ 本サイトは CM の放送開始に合わせて更新いたします。） 
 

・ 出演者 ： 織田 裕二、飯尾 和樹（ずん） 

・ 放送開始日 ： 2017年 4月 22日（土） 

・ 放送地域 ： 関東エリア、中京エリア 

 

＜出演者プロフィール＞ 
 

 

織田 裕二（おだ ゆうじ） 

1967年 12月 13日生まれ。神奈川県出身。 

1987 年、湘南爆走族（映画・東映）で主演デビュー。Boom Boom Boom（シ

ングル）で歌手デビュー。「踊る大捜査線」シリーズなど映画、ドラマに多数出演し、映

画「ホワイトアウト」（2000・2001 年）、「T.R.Y.」（2003 年）、 「踊る大捜査線

THE MOVIE 2」（2004年）で主演男優賞をはじめとする数々の賞を受賞。 

2005年には、第 19回日本ゴールドディスク大賞を受賞。 
 

 

飯尾 和樹（いいお かずき） 

1968年 12月 22日生まれ。東京都出身。 

1991 年にデビュー。2000 年には、お笑いコンビ「ずん」を相方・やすと結成し、現在に

至る。バラエティ、ドラマ、映画、舞台と幅広く活動。2014 年には、“日本一の大喜利

決定戦”と言われる「ダイナマイト関西 2014」にて、優勝。 

趣味は、旅行、ゴルフ、草野球、バレーボール、フットサル、スポーツ観戦、住宅（物件

選び）。 
 

  

https://oh.openhouse-group.com/company/cm/
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■ オープンハウスについて  
 

1997 年 9 月に創業したオープンハウスは、「東京に、家を持とう。」のスローガンを掲げ、都心エリアに特化して不動産業を展

開。地域に根ざした営業活動により、都心エリアならではの住宅事情の中でお客様のご要望に合わせた住まい探しに努めてまい

りました。2013 年 9 月には、東証一部上場。2016 年 10 月には名古屋市栄に拠点を開設し、名古屋エリアに本格進出。

これからも、より多くのお客様にご満足いただける住まいをご提供してまいります。 
 

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/ 

オープンハウスグループ Web サイト URL：http://openhouse-group.com/ 
 

＜企業概要＞ 
 

商号 株式会社オープンハウス（Open House Co., Ltd） 

本社所在地 〒100-6312  千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 12F 

設立 1997年 9月 

代表者 代表取締役社長 荒井 正昭 

資本金 40億 1964万円 

市場区分 東京証券取引所 市場第一部（証券コード 3288） 

決算期 9月 

事業内容 

（グループ） 

1. 居住用不動産の販売・仲介 2. 戸建住宅の開発 

3. 注文住宅の建築請負 4. マンションの開発 

5. 投資用不動産の販売 

グループ企業 

株式会社オープンハウス・ディベロップメント（URL：http://www.ohd.co.jp/） 

株式会社オープンハウス・アーキテクト（URL：https://oha.openhouse-group.com/） 

株式会社 OH リアルエステート・マネジメント（URL：http://www.ohrem.co.jp/） 

株式会社アイビーネット（URL：http://www.i-b-net.co.jp/） 

店舗 

（全 22店舗） 

【東京都】 渋谷、桜新町、自由が丘、笹塚、中野、練馬、池袋、赤羽、日暮里、 

 北千住、錦糸町北、錦糸町南、西葛西、大井町、蒲田、吉祥寺 全 16店舗 

【神奈川県】 溝の口、川崎、綱島、新横浜、横浜 全 5店舗 

【愛知県】 栄 
 

＜業績推移＞ 
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