2018 年 9 月 20 日

世界トップレベルのブレイクダンサー・ISSEIさん出演のスペシャルムービー公開
モデル/タレントとして活躍するヴィエンナさん、れいぽよ（土屋 怜菜）さん、なのっくす。（宮崎 湧）さんが
”私が変わる本気ダンス”を披露するSNS限定ムービーも同時公開
クリアな視界で、自分らしく生きる人々を応援するコンタクトレンズブランド「アキュビュー®」を提供するジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社 ビジョンケア カンパニー（本社：東京都千代田区 代表取締役プレジデント：海老原 育子）は、9 月 20
日（木）、ブレイクダンサーの ISSEI（堀 壱成）さんが出演するスペシャル WEB ムービー「Go See “ブレイクダンサー
ISSEI”」を公開しました。

「Go See “ブレイクダンサー ISSEI”」
公開 URL：http://acuvue.jnj.co.jp/begin/issei/
「Go See “ブレイクダンサー ISSEI”」は、ISSEI さんと 4 名の若手ダンサーが交流を通じて相互に刺激しあい、成長する様
子を描いたムービーです。ISSEI さんがメンター（指導者）となって若手ダンサーはダンスを特訓、次第に上達し、自信が持て
るように。一方、若手ダンサーへの指導を通じて新たなインスピレーションを獲得した ISSEI さんも、自身にとって特別な意味を
持つダンスステージイベントにおいて、独特のポーズとともに渾身のブレイクダンスを披露する、というストーリーになっています。
「アキュビュー ®」では、世界 7 ヶ国において自分たちの夢を実現させようとしている方を応援するプロジェクトを展開しており、
日本では世界的なトップブレイクダンサー・ISSEI さんにフォーカスしていることから本ムービーを制作しました。
本ムービーは、高校のダンス部学生による全国規模のダンス大会「日本高校ダンス部選手権（ダンススタジアム）」で撮影
しました。弊社が協賛するダンススタジアムでは、8 月 16 日（木）と 17 日（金）の両日、ISSEI さんがエキシビションでダ
ンスパフォーマンスを行い、この日のために開発したオリジナルの「アキュビュー ®」ポーズとダンス構成を披露しています。こうした
一連のパフォーマンスを収めたのが本ムービーとなっており、本日より「アキュビュー ® 」特設サイト、および「アキュビュー ® 」公式
SNS アカウントにてご覧いただけます。

当日パフォーマンスを行った ISSEI さんのコメント
今日ここで踊った皆さんは、本当にダンスが好きで今日まで努力してこられたのだと
思います。そうしたダンスにかける想い、そして支えてくれる家族やチームの仲間など、
周りの方への感謝の気持ちを忘れずに、「なりたい自分」を目指してこれからも頑
張ってもらえれば嬉しいです。

▼圧巻のパフォーマンスを披露した ISSEI さん

【「Go See “ブレイクダンサー ISSEI”」ストーリーボード】

ダンススタジアム当日。自身の経験を若手ダン
サーたちに伝えることを意識し始める ISSEI さん

ダンススタジアム本番。ステージに臨む ISSEI さん

ダンサー達との出会い・交流をすることで
お互い刺激を受ける

応援する若手ダンサー達

交流を通じて生み出された
オリジナルポーズを決める ISSEI さん

【「Go See “ブレイクダンサー ISSEI”」出演者】

ISSEI（堀 壱成）さん

魚地 菜緒さん

2000 年生まれ、18 歳のブレイクダ
ンサー。ダイナミックな大技、パワー
ムーブを武器に数々のコンテスト、
バトルで優 勝 経 験 を持 つ。2016
年 8 月には、台湾で開催された女
性限定ブレイクダンスバトルの世界
大会で優勝。
FOUNDATION の メ ン バ ー
「SHUVAN」一家が福岡で経営
する STUDIO MJ のスクールへ通
うようになり、ダンスを始める。講師
で あ る SHUVAN の 紹 介 で
FOUNDATION に出会い、メン
バー入りを果たす。2017 年に行
われた、Red Bull 主催の世界最
高峰のコンテスト「Red Bull BC
ONE」にて日本人初の優勝に輝く
など、世界トップブレイクダンサーの
称号を獲得した。その他の世界大
会でも優勝に輝くなど、今後の活
躍にも期待がかかる。

内山 兼人さん

1994 年生まれ、浅草サムライ＆
忍者サファリで忍者役として活躍。
小さい頃から歌うことや音楽が好き
で、独学でやり続けてきたダンスや
持ち前の明るさで人を笑顔にさせる
のが夢。

ASUKA Yazawa さん

1992 年生まれ、18 歳の頃から振
付などのクリエイトサイドにも立ちな
がら、自身 がメディアや舞台などに
出て、表現することをメインとしてい
る。教えることにも力を入れ、指導
中のダンス部は、チームメイトと入賞
常連校まで引き上げた。

Jackal さん

1999 年生まれ、ヒップホップクルー
「Encounter Engravers」のメン
バーとして活動中。
ヒップホップをベースに既存のスタイ
ルにとらわれない攻撃的なダンスを
得意とする。

【SNS 限定「アキュビュー®」スペシャルムービー”私が変わる本気ダンス”】
ダンススタジアムへの協賛に伴い、「なりたい自分」というキーワードをもとにした SNS 限定ムービーも制作しました。若者から支持
を集めるヴィエンナさん、れいぽよ（土屋 怜菜）さん、なのっくす。（宮崎 湧）さんら 3 名のインフルエンサーを起用し、
「#なりたいジブンでいこう」というハッシュタグとともに名インフルエンサーの Twitter アカウント、「アキュビュー ®」公式 Twitter アカ
ウントで公開しました。
ヴィエンナさん、れいぽよさん、なのっくす。さんの Twitter アカウントから公開したムービーは、各々が「なりたい自分」に変身し、ハ
イレベルなダンスに挑戦する様子を追った内容です。一方、「アキュビュー ®」公式 Twitter アカウントから公開したムービーは、「な
りたい 自 分」 に 変身 する まで の 過程 をイン タ ビュ ー 形式 で 公開 する 内容 となってい ます 。ダ ン ス、衣装 、ヘ アメ イク は、
Bambi&GENTA さんをはじめとした「アキュビュー ®」スペシャルチームが担当し、インタビュー内容をもとに３名を「なりたい自分」
へと変身するプロデュースをしています。本ムービーが、視聴した方の「なりたい自分」を発見するきっかけになることを願っています。

▼出演インフルエンサー
ヴィエンナさん
タイ出身現役女子大生モデル。タイ語、英語、日本語を操るトリリンガルでワールドワイドに活躍中。
SNS 合計フォロワーは 50 万人を超える。
ムービー公開 URL：https://twitter.com/ViennaDoLL/status/1029925984902897664
れいぽよ（土屋 怜菜）さん
Teen 向けファッション誌「Popteen」の専属モデルを務める現役女子高生モデル。
次世代のギャルモデルとして注目を集める期待の新星。
ムービー公開 URL：https://twitter.com/reipoyo_0411/status/1029927182502526977
なのっくす。（宮崎 湧）さん
「あんさんぶるスターズ！オン・ステージ」（真白友也役）など舞台を中心に活躍中の 2.5 次元俳優。
「なのっくす。」の愛称で人気を集め、“読モ”発の音楽グループ・ZOLA のリーダーを務める。
ムービー公開 URL：https://twitter.com/younanox0125/status/1029926923697188865

▼振付
〈Bambi Naka & GENTA YAMAGUCHI〉
Bambi Naka さん
マドンナのワールドツアーへの帯同、PV 出演など世界的な活躍を見せる。高いダンススキルとエッジなルックス
からなる独特な世界観は国内外から注目を浴び、各国でワークショップを行うなど多くの人を魅了している。

GENTA YAMAGUCHI さん
ジャンルレス且つ自由な発想と絶妙な違和感で観る者にインパクトを残す世界観を展開中。
JAZZ、HIPHOP、VOGUE 等、様々なエッセンスを織り交ぜた独創的な作品を発信している。

▼「アキュビュー®」公式 Twitter アカウント ムービー公開 URL
https://twitter.com/ACUVUE_JP/status/1030288107055153152
https://twitter.com/ACUVUE_JP/status/1030363603134803969
https://twitter.com/ACUVUE_JP/status/1030378706190123008
https://twitter.com/ACUVUE_JP/status/1030393804023627778

＜ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニーについて＞
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニーは、1991 年に世界初の使い捨てコンタクトレンズ アキュビュー®
を日本に導入して以来、常に使い捨てコンタクトレンズ市場をリードし続けてきました。これからも、全ての人が毎日を健康
に明るくクリアな視界で過ごせるよう、人々のクオリティ・オブ・ビジョン（QOV）の向上を目指して、貢献し続けたいと願って
います。
※®登録商標
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