＜News Release＞

～想いから、生まれた品質。～

報道関係各位

2017年3月吉日
70年の歴史に裏付けられた確かな品質。こだわりを持って生きる人の、ちふれ。

ちふれ 新TVCM『ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇（15秒）』、『ちふれ 約束篇（30秒）』
『美白 うるおい ジェル/使命篇』を全国28エリアで2017年3月15日（水）より、『約束篇』は4月以降より放映

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、ちふれの新TVCM『ちふれ 美白
うるおい ジェル/使命篇（15秒）』を2017年3月15日（水）より、『ちふれ 約束篇（30秒）』を4月以降、放映いたします。

ちふれ化粧品 新TVCM『ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇 (15秒）』より

ちふれ化粧品 新TVCM『ちふれ 約束篇 (30秒）』より

新ＴＶＣＭについて
女性には、仕事、子育て、自分のことなど、やりたいことがたくさんあります。そして、どんなに忙しくても、いつまでもキレイでいた
いと思う方が多くいらっしゃいます。今年70周年を迎えた弊社は、創業以来、そんな女性たちの想いを支えたいと考え、化粧
品作りを行ってきました。決して、化粧品を理想だけで語るのではなく、品質の良さを商品の「事実」で証明していく。そのことを
伝えるため、新TVCMには、飾らない外見でありながら、内面の瑞々しさ、芯の強さ、そして美しさを感じさせる女性を表現し、
『ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇』、『ちふれ 約束篇』の2篇を制作いたしました。

新ＴＶＣＭに込めた想い ～新スローガン「想いから、生まれた品質。」

＜新スローガン＞

弊社が創業以来、変わらず大切にしている「企業姿勢や想い」は、すべて「商品の
品質」に込めてきました。しかし、その良さをが浸透できていないという現状をふまえ、ブ
ランド価値を伝えるべく新スローガンを制定しました。
ちふれは、約束します。化粧品を理想だけで語らないことを。きれいを叶えるための
「事実」を積み重ねていくことを。その品質の高さを、商品で証明していく。すべてはあ
なたの素肌のために。
＜ＣＭ使用商品の主な取扱店舗＞全国の百貨店、スーパー、ドラッグストア、ちふれオンラインショップ、その他で発売。※一部お取り扱いのない店舗もございます。
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CM概要
タ イ ト ル： ちふれ 新TVCM 『ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇」（15秒）
ちふれ 新TVCM 『ちふれ 約束篇』（30秒）
放 映 期 間： 『ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇』 2017年3月15日（水）～3月28日（火）

5月24日（水）～6月2日（金）
『ちふれ 約束篇』

2017年4月以降で調整中

放 映 地 域： 全国28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、
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
CM閲覧URL： https://www.youtube.com/watch?v=NzUhJTuvSjU（15秒ver.）
https://www.youtube.com/watch?v=Y1deGc7X3VU（30秒ver.）

出演者
出演：芋生 悠、趣里、大西 礼芳
ナレーター：大西 礼芳

使用楽曲について

ボーカルプロフィール

楽

曲 ：メヌエット

七尾 旅人（ななお たびと）

作

曲 ：ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

1998年、「オモヒデ オーヴァ ドライヴ」でデビュー。

ボ ー カ ル ：七尾旅人

自身のライフワークと位置づけ全国各地で開催してきた
弾き語り独演会、全共演者と立て続けに即興対決を

行う「百人組手」の二つの自主企画を軸に、各地のフェス、
イベント、U-streamでも活動している。37歳。
＜歌詞＞
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

＜英訳＞
Blooming with every sound
The morning is all around
And someday I’ll realize
Beauty in the stars Lies within my eyes

昨日流した涙は
乾いて薄れる
その手の優しい手触り
太陽のような暖かさは
誰も奪えない

Tears shed from yesterday
Will dry up and ever fade
The hand’s tender loving touch
Warming like the sun
None can take away
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出演者プロフィール
芋生 悠（いもう はるか）さん
『ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇』、『ちふれ 約束篇』
出身：
身長：
所属：

熊本県
164cm
ステッカー

【活動歴】
■【CM】南日本酪農協同会社「スコール」
■【CM】東京エレクトロン（株）企業
■【CM】 docomo×SNOW最後くらい盛らせろ-卒業「盛るバム」篇
■【映画】ゆうばり国際ファンタステイック映画祭2017にて主演2作品
『黄泉の国のオオマガさま』『ファットボーイ&スリムガール』を含む
3作品上映。など
趣里（しゅり）さん
『ちふれ 約束篇』
出身：
身長：
所属：

東京都
157cm
トップコート

【活動歴】
映画、ドラマ、舞台の出演多数。
■【ドラマ】『とと姉ちゃん』（NHK）
■【CM】小田急電鉄「世界に一つの日々と ～3人の日々編」
■【CM】薩摩酒造「白波」など

大西 礼芳（おおにし あやか）さん

『ちふれ 約束篇』
『ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇』、『ちふれ 約束篇』
ナレーション担当
出身：
身長：
所属：

三重県
160cm
トライストーン・エンタテイメント

【活動歴】
映画、ドラマと主に映像作品を中心に活動。
■【CM】銀座ダイヤモンドシライシ「夜景の輝き」
■【TV】NHK『べっぴんさん』（寺田明日香役）
■【TV】TBS『わたしを離さないで』など
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ちふれ化粧品 新TVCM『 ちふれ 美白 うるおい ジェル/使命篇 』（15秒）ストーリーボード
自家栽培したこだわりの野菜を提供するビストロで働く女性。早朝、畑で野菜を採ることから、彼女の朝は始まりま
す。一度部屋に戻り、部屋で出勤前の身支度をする女性。オールインワン美白ジェルで美白とうるおいのケアができ

て、満足そうな表情。最後は凛々しく働く姿が印象的です。
※美白とはメラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐことです。
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おはようございます。
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使命。
忙しい人にこそ、
きれいをあきらめて
ほしくない。

Ｎａ）
オールインワン。
美白 うるおい ジェル。

#4

#5

Ｎａ）
さらに美白も。
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Ｎａ）
これひとつで
下地まで。
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ちふれ化粧品 新TVCM『 ちふれ 約束篇 』（30秒）ストーリーボード
朝、庭で咲く花を部屋に飾る女性。夫と2人で朝食をとり、彼を見送る女性。自分の部屋で、身支度をする女性。
3人の女性がそれぞれの朝を過ごしています。そして、彼女たちのそばにあるのが、ちふれの化粧品。1968年から続
く「事実」を積み重ねた品質で、彼女たちの生活に寄り添い、きれいになりたいという想いを叶えます。
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ちふれは、
あなたと約束します。
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化粧品を、
理想だけで語らないことを。

つくられた美しさではなく

きれいを叶えるための
「事実」を
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積み重ねていくことを。

その品質を、
商品で証明していく。

すべては、

あなたの
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素肌のために。
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