
《本情報の一般情報解禁は、2019年 2月 22日 (金)14時 80分とさせて頂きます》

つくろうⅢ
新しい答え。報道関係者各位

2019年 2月 22日

国民民主党 (代表 :玉木雄一郎)は、国民民主党の想いや政策をより多くの方に知って頂きたい

という考えから、党の新 CM、 ショートムービーを様々なメディアで展開していくこととなりました。まず

は2月 22日 (金 )14時 30分より国民民主党 公式 YouTubeチャンネルとこて配信します。

竜

ョ
「

一」嘘嘘韓ゞ
づ↓一ｒ一一一一

一・・一〓長

国民民主党は、党のタグライン「つくろう、新しい答え。」を体現するべく、より多くの方の声に耳を

傾け、口果題と向き合い、答えをつくり、そしてその答えを発信するという取り組みを進めています。

メディア環境の変化に対応し、政党自らが能動的に情報を受発信するため、国民民主党は「動画

政党」としてインターネット動画を中心にしたコミュニケーションを展開しています。今年 1月 に党本部

内に開設した「こくみんスタジオ」では、日々、議員同士、またはゲストをお招きしながら動画が収録さ

れており、国民民主党 YouTube公 式チャンネルでl入有時公開しています。

今回、国民民主党の想いや政策をより多くの方に知って頂きたいという考えから、政治に興味関

心がない方にも興味をもつて頂けるきつかけになるよう、斬新な世界観の設定や内容をベースにした

新しい CM動画と、国民民主党が重視する政策について議員同士が議論するショートムービーを制

作し、今後様々なメディアで展開していくこととなりました。
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― より多くの方に、国民民主党の想いや政策を知って頂くために ―

国民民主党 新 CM・ショートムービー 発表

2月 22日 (金)より、国民民主党公式 YouTubeチャンネルにて先行配信



今回の CM動画とショートムービーの展開は、国民民主党独自に実施した調査結果をもとに制作
したものです。調査結果より、多くの生活者が政治関連の情報と接する接点が持てておらず、接点が
あつたとしても堅苦しく見る気がおきない、難しく、誰が何をやっているのかがわからない、という声が
とても多いことがわかりました。そこで、今回の展開では、まずは広く政治、政党に興味を持ってもらう
きつかけを作り、その中で今の社会問題や政策などを知って頂く機会となることを目指しています。

また、本 CM動画とショートムービーでは、より多くの方に国民民主党を知って頂きたいという思い
から、政治特有の堅苦しい雰囲気を極力抑え、親しみをもつて頂くために、老若男女問わず愛され
ている「歴史モノ」の設定にしています。その設定の中で CM動画本編では「私たちの答え篇」と「声
の先にある答え篇」の 2つの動画を展開します。

「私たちの答え篇」では、戦国武将に扮した玉木雄一郎代表が、少数の勢力からでも時代を変え
た者たちに思いを馳せ、世の中にある様々な課題に対し戦いを挑んでいくという姿勢を訴える内容と
なっています。

「声の先にある答え篇」は、党の政策における重要ワードが玉木雄一郎代表の背景に浮かび上が
ります。世の中にある様々な課題に対し、生活者の声に耳を傾けながら答えを作っていくという、国
民民主党の想いを訴える内容となっています。

また、CM動画の配信に合わせ、玉木雄一郎代表、古川元久衆議院議員、田名部匡代参議院
議員の3名 が現代の政治課題について議論するショートムービーも配信します。国民民主党が重視
する「消費税」「子ども・子育て」「農業」の3つテーマについて、熱い議論を交わし、新しい答えを提
示します。

国民民主党は、今後も党の政策や所属議員の想いを知って頂けるよう、様々なコミュニケーション

活動を行つていきます。

【本件に関するお問い合わせ】

国民民主党 メディア対応事務局
TEL:090-6014-5933、 080-9195-5930

FAX:03-6674-2730/E一MAIL:dpfっ一pr@dpfb.or.こp



すF輩卜 ナレーⅢョン 手酔癖 ξЦ ― パード碑
=ゴ

1

鰯
竜

時1電 を衰典亀奪kも t, 国民風由覚区:ゴ

と 「ま陰鶴|ホ多数蘇だ●注Iまず鷲

一ュ

11娘言蜘盈ヒ盈暮の悪監抵l京

奪目季 I■ 禽1静 し七

園島農歳艶織嚢

電慈磐l――嵐幾

孝がa建 萬浄魅モ

機盈墓の幣真を

軒

歳蜘警ぷ攀Iす 髯L七これ理

拳くみう、

手と盈「鮮働蝉警為を

歳蜘弩頑拳けてしヽこ憩肇
碁

心

■
ぞ

↓
・≡
主

岳

建

要

筵

委

釜 一至

騒 Lと 亀害典募

国民島逮鷺

園員風載艶E魯ゴ

拳《墓゙ 、

騒じとW菅 丸響

G瀬動薗 r懇デとも蒔機え 蕗頭



抑 ト ナレ

…
十日」ゴメ猟―パーゴ田ゴ

ー

▲
怒為憩「,1害輩声 I皇寺

再豊観け
国民民裁蛇朦ゴ

豊

‐‐Ｉ
尺
Ｎ
十
■
　
代
∴

ｔｉ
本

雄

＾
虫|`

漁1義議胞.熟
j 園露轟叢鯰機嚢

目駐慈龍嘩嵐懇

ユ
密の鍵!鼠こ幹

等潮ホ鶴る韓鷲由ヽ曝

薄孵潮 名こ持

等轟臆鰯 爾選麹1囁

基

国最晟蕪鴬

導《嗚婦モ

麟ヒL七等氏摯

口露露歳難酔ゴ

毒〈鳴帰生

婚ヒ低監線五醇



困 く
ん

工
み罠主党

狼学技ゑ、自ミ泉主鬼

… t

株
一

ｒ
ヽ

れ継…ゃ

OCM動 画、ショ―トムービーのJ最影時の感想 えてくださいn

政治と同じく、クリエイティブの現場でも一つの作品を作るのに、大変多くの人が関わっているのだと

実感しました。そして、一つのものを作るにはチームワークが大変重要なのだと感じました。あと、甲

冑はだいぶ重いことがわかりました (笑 )

OCM動 画、ショートム―ビーについて、特にどのような点に注目してヰゝらいたいですか ?

国民民主党という政党が、どういったことを考えている政党なのかがまだまだ伝わっていないと思いま

す。子育てや教育、仕事など、様々なことに励む人たちの声に寄り添う政党だということを知ってもら

う一助になればいいなと思っています。

【新 CM動画、ショートムービー情報】

●配信開始日時 :

2019年 2月 22日 (金 )14時 30分公開

●公式サイト

https://sengoku.dpfp.orjp/

●YouTube公 式チャンネル

HCM動画「私たちの答え 篇」

https://youtu K4ECA

HCM動画「声の先にある答え 篇」

httpsプ /youtu.be/ukw4molc巧 豊



ロショートムービー テーマ :「消費税」

httpsノ/youtu.be/1b9d6Mttq1 6M

ロショートムービー テーマ :「子どもH子育て」

httpsプ/youtu.bettHVXzc刈 ztA

ロショートムービー テーマ :「 農業」
httpsノ/youtu.be/4spSVb=LoHA

ロショートムービー テーマ :「 消費税」玉木代表 Ver

httpsプ/youtu.be/z両 KxstdbpS

ロショートムービー テーマ :「 子どもH子育て」玉木代表 Ver

hupsプ/yOutu.be/DbKISiゴ sWs

ロショートムービー テーマ:「 農業」玉木代表 Ver

httos://vOutu kl m5ECs

■各 CM動画、ショートムービーのカット画像につきましては、下記 URLよリダウンロードの程、宣し

くお願い致します。

【CM動画、ショートムービー DL tt URL】

httpsi//tfcjectorjp/di/deCdFhu7zsyzcFv6ZCU5xKQw?langtta

※ゲウンロードパスヮード「km」

【CM動画、ショートムービー カット画像 DL tt URL】

https://ticjectorjp/di/deClYT」 wpqenc9YvlcsXQlsA?iangtta

※ダウンロードパスヮード『km」

※本 CMを紹介する用途以外でのご使用はお控え頂ますようお願い申し上げます。
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報道関係者各位

つくるう、
新しい答え。

平成 31年 2月 22日

国民民主党 (代表 :玉木雄一郎)は、2019年 2月 22日 (金 )より、国政選挙、地方選挙における候補者

の公募を開始しました。また、公募の開始に合わせ、特設サイトもオープンしました。

国民民主党は、「つくろう、新しい答え。」を党のタグラインとして掲げ、より多くの方の声に耳を傾け、

課題と向き合い、答えをつくり、そしてその答えを発信するという取り組みを進めています。その「新し

い答え。」、「より多くの新しい答え。」を一緒に作ることのできる人材を集めたいとの思いから、2019年 2月

22日 (金 )より、候補者を公募します。

公募は国政選挙・地方選挙を問わず、通年で行います。書類選考・適性検査・面接試験などにより、こ

れからの政治を担うに相応しい人材であると判断する方を、国民民主党公認候補の「有資格登録者」とし

ます。選挙区の選定については、別途ヒアリング等を経て決定。第 1次応募締切は2019年 4月 26日 (金 )

となります。

公募の開始に合わせ、CM動画と同じ世界を見である「戦国」をモチーフとしたデザインの特設サイトもオ

ープンしました。国民民主党は、現代と戦国時代は、権力の暴走や理不尽が横行しているという点で共

通していると考えています。そのような時代に「世直ししたい」という志を持つ方に応募いただきたいとの思

いから「戦国」をモチーフにしました。また、特設サイトには、募集要項だけでなく、玉木雄一郎代表から

政治を志す方へ向けたメンセ~ジも掲載しています。

いざ、出陣。覚悟はあるか。

ならば、共にたたかおう。

k鰯爾
驚幾鴬

国民民主党 候補者公募をスタート
～2019年 2月 22日 (金)より、公募特設サイトもオープン～



【公募要項】

募集期間   :2019年 2月 22日 (金)～ (通年募集)

第 1次応募締切:2019年 4月 26日 (金 )

【特設サイト】

http://dp“,ingsrctco`ゎ /koubo/

※詳細につきましては、特設サイト内の募集要項にてご確認ください。

【本件に関するお問い合わせ】

国民民主党 メディア対応事務局

TEL:090-6014-5933、 080-9195-5930

FAX103-6674-2730/E―MAIL:dpFp― pr@dp王 o.Or,jp


