
 「ちふれ」は、誕生以来、安心・安全、高品質であること、全成分・分量・配合目的の公開、適正価格といった「こだわり」

や「想い」を大切にし、現在、セルフ市場を中心に国内約17,000店舗*、中国、台湾、タイでも販売している弊社を代表す

るブランドです。2017年春からはブランドメッセージ「想いから、生まれた品質。」を掲げ、商品に込めた想い、確かな品質を

伝えております。誕生50周年を迎える2018年は、ブランドメッセージはそのままに、これからも「素肌と暮らしを満たす存在で

ありたい。」という想いをお伝えしたいと考え、新TVCM、新Web動画を制作いたしました。 

 新イメージキャラクターには、確かな演技力と、穏やかで透明感のある雰囲気が印象的であり、ドラマや映画、ＣＭで活躍

中の女優、土村 芳(つちむら かほ)さんを起用。何気ない日常の中でお肌を大切に手入れする様子を演じていただきました。 

*2017年6月末現在 

そっとやさしく寄り添う、高品質・適正価格の化粧品 

今年で50周年の「ちふれ」ブランド、新イメージキャラクターに土村芳さんを起用 

新TVCM『ちふれ ベーシックシリーズ 変わらぬ想い篇』 

新Web動画『ちふれ 化粧水 素肌に正直篇』、『ちふれ 美容液 素肌にうるおい篇』 

新TVCMは2018年2月28日(水)より放映、新Web動画は3月1日(木)より公開 

2018年2月20日 

News Release 

 株式会社ちふれ化粧品(本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：片岡 方和)は、今年で50周年を迎えるブランド 

「ちふれ」(以下、「ちふれ」)の新イメージキャラクターに、ドラマや映画で活躍中の女優、土村 芳(つちむら かほ)さんを起用し、 

新TVCMを2018年2月28日(水)より全国エリアで放映、新Web動画を3月1日(木)より特設サイトで公開いたします。 

ブランド誕生50周年を迎える2018年の新TVCM、新Web動画について 
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 映像にも使用した50周年記念ロゴ。世代を超えた多くのお客様を多種多様な花に見立て、ブラ

ンドを代表する商品のひとつである口紅(詰替用)の118(ピンク系)を基調とする明るいピンク色を

採用しました。これまでもこれからもお客様のきれいを思い続ける弊社の姿勢を表現しています。 

ちふれブランド50周年記念ロゴについて 

 ちふれ 新TVCM『ちふれ ベーシックシリーズ 変わらぬ想い篇』(15秒／30秒)より 

 ちふれ 新Web動画『ちふれ 化粧水 素肌に正直篇』(15秒／30秒)より 

 ちふれ 新Web動画『ちふれ 美容液 素肌にうるおい篇』(15秒／30秒)より 



 撮影は完成したCMからは想像できないほど、凍てつく寒さが身に染みる真冬の山梨で行われ、主演の土村さんは、かじ

かむ手を温めながらスキンケアの演技を繰り返しました。そんな中、スタッフ一同が歓喜したのは、スタジオの管理人さんからの

差し入れ。豚汁やクリームシチュー、タイカレーなど、地元の野菜を使った料理の数々に体も心もあたたまり、無事撮影を乗

り切ることができました。 
 

出演者 土村 芳さん コメント 

 化粧品のお仕事ははじめてで、しかも自分でも使ったことのあるブランドなので、今回の起用はとてもうれしかったです。「ち

ふれ」の想いと安心さを、皆さんに伝えていければと思っています。 
 

ナレーター 大西 礼芳さん (TVCM「ポイントメイク 自由篇」にも出演中) コメント 

 引き続きの起用に一人の女性として背筋が伸びる思いがしました。化粧品を使われる方々の喜びや 

楽しみを内面から表現できればと思っています。ナレーションを行う際は、何も無いスタジオの中で見えて 

いないものをイメージして、実感して声を出すことと、観て下さる人に身近に感じてもらえる声が出せたら 

良いなと思い、臨みました。 
 

使用楽曲「メヌエット」 歌手 七尾 旅人さん コメント 

 監督が自作したという英詞(和訳「周りの全ての音で朝が咲く そして私はいつか気付く 星の美しさは 私の瞳の中にある」)

があまりに素晴らしかったので、歌わせていただくことにしました。最初、お化粧する若い女の子を思い浮かべながら歌を録音

するうちに、なんとなく父や兄のような、見守り目線な感じの、ゆったりした歌が録れたのですが、ボツになりまして、監督さんか

らは「七尾さん、そうじゃなくて、お化粧してうきうきしている女の子の気持ちを表現してください」と連絡が(笑)。 多少の戸惑

いはありましたが、気持ちを完全に切り替え、僕自身がお化粧したつもりで歌い直したら、好評でした。とても楽しかったです。

感謝しています。 

制作秘話 

 大西 礼芳さん 

新TVCM／新Web動画 概要 

■新TVCM 『ちふれ ベーシックシリーズ 変わらぬ想い篇』(30秒)   

放 映 期 間： 2018年2月28日(水)～3月末 

放  送   枠： フジテレビ系列27局ネット(青森、山梨、徳島、山口、大分除く) 『おじゃMAP!!』番組提供 全5回  

 
 

■新TVCM『ちふれ ベーシックシリーズ 変わらぬ想い篇』(15秒) 

放 映 期 間： ①2018年3月28日(水)～4月10日(火) 

 ②2018年5月23日(水)～5月29日(火) 

放 映 地 域： ①全国29エリア 

 北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・関東・新潟・長野・静岡・中京・富山・石川・福井・

 鳥取/島根・関西・岡山/香川・広島・山口・愛媛・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 

           ②全国5エリア 

 北海道・関東・中京・関西・福岡 

 
 

■新Web動画『ちふれ 化粧水 素肌に正直篇』(15秒／30秒)、『ちふれ 美容液 素肌にうるおい篇』(15秒／30秒) 

公  開  日： 2018年3月1日(木)～ 

 

 

 

 

※上記の30秒CM、30秒動画は3月1日(木)公開予定の特設キャンペーンサイト 

                       http://www.chifure.co.jp/basic_series_cp/ でもご覧いただけます。 
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http://www.chifure.co.jp/basic_series_cp/
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ちふれ 新TVCM『 ちふれ ベーシックシリーズ 変わらぬ想い篇 』 (30秒) ストーリーボード 

#4 #2 NA)50年たっても、 #1 #3 NA)想いは変わらない。 

#8 NA)素肌のうるおいに 

#12 

#6 

#10 NA)ずっと続けやすい価格で。 

#14 NA)ちふれのベーシックシリーズ 

#9 NA)必要なものを 

#5 

#13 

#7 

#11 

#15 

ちふれ 新TVCM『 ちふれ ベーシックシリーズ 変わらぬ想い篇 』 (15秒) ストーリーボード 

#2 NA)想いは変わらない。 

#5 NA)素肌のうるおいに #8 #7 NA)続けやすい価格で。 

#1 NA)50年たっても、 #4 

#10 

#6 NA)必要なものを 

#9 NA)ちふれのベーシックシリーズ 

#3 
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ちふれ 新Web動画『 ちふれ 化粧水 素肌に正直篇 』 (30秒) ストーリーボード 

#4 NA)隠しごとはしない。 

#6 #7 NA)無香料・無着色 

#10 #11 NA)肌にうそは 

#2 #1 #3 NA)あなたの素肌に、 

#5 #8 NA)全成分・分量 

#12 NA)つけないから。 #9 NA)配合目的まで公開。 

#13 NA)ちふれの化粧水 #14 

ちふれ 新Web動画『 ちふれ 美容液 素肌にうるおい篇 』 (30秒) ストーリーボード 

#3 NA)つくりたかったのは、 
      続けやすい美容液。 

#5 NA)保湿成分 #7 NA)毎日、肌にうるおいを 
           与えます。 

#11 NA)ちふれの美容液 600円 #9 (映画の中の女性のセリフ) 
   満ち足りた気分よ(フランス語) 

#1 #2 

#10 (フランス語のセリフを呟く) 
    “満ち足りた気分よ” 

#4 (美容液を手に、映画鑑賞) 

#8 (映画に見入る様子) 

#12 

#6 NA)ヒアルロン酸を配合 



出演者プロフィール 

スタッフ 

広告会社   株式会社ジェイアール東日本企画 

制作会社   株式会社ウィングドフット 

エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター 長谷川 羊介 (株式会社ジェイアール東日本企画) 

クリエイティブ・ディレクター  榎本 聖之 (株式会社ジェイアール東日本企画) 

コピーライター   榎本 聖之／中島 珠美 (株式会社ジェイアール東日本企画) 

アートディレクター   浅田 啓資／河路 潔 (株式会社ジェイアール東日本企画) 

プロデューサー   中島 晃紀／中川 由佳理 (株式会社ウィングドフット) 

プロダクション・マネージャー  中村 祐也／山内 那有 (株式会社ウィングドフット) 

ディレクター   吉田 善子 

カメラマン   小野寺 幸浩 

ライトマン   堀之内 徹 (白石事務所) 

美術   白石 昭浩 

エディター   off-line:土井 由美子／on-line:内田 高寛 

ミキサー   小松 徹 

出演者   土村 芳 (ヒラタオフィス) 

ナレーター   大西 礼芳 (トライストーン・エンタテイメント) 

サウンドプロデューサー  佐藤 能久 (サーティース) 

作詞   カート・ジェセン 

編曲   松井 亮 

演奏・歌手   七尾 旅人 

SE   田中 宏峰 (Onpa) 

スタイリスト   リン・リエン・リー 

ヘアメイク   奥田 新菜 

キャスティング   片岡 舞香 (ライム企画) 

土村 芳(つちむら かほ) 

1990年岩手県生まれ。160cm。B型。京都造形芸術大学に在学時の2012年に 

「カミハテ商店」で映画デビュー。その後、「彌勒 MIROKU」にて映画初主演を果たし、 

NHK 連続テレビ小説「べっぴんさん」の主要キャスト・田坂(村田)君枝役で注目を集める。 

【主な出演ドラマ】 

NHK 連続テレビ小説「べっぴんさん」 田坂 君枝役(2016年10月3日-) 

YTV「恋がヘタでも生きてます」 榎田 千尋役(2017年4月6日-) 

TBS「コウノドリ」 第2話ゲスト 久保 佐和子役(2017年10月20日) 

NHK-BSプレミアム「GO!GO!フィルムタウン」 主演 北村 節子役(2017年10月18日) 

NHK-BSプレミアム「大奥ワンダーランド～江戸城の秘境～」(2018年1月1日) 

【主な出演映画】  

三浦大輔監督 「何者」(2016年10月15日公開) 

瀧本智行監督 「去年の冬、きみと別れ」(2018年3月10日公開予定) 


