
 ちふれグループの株式会社光未来（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：佐藤 善昭）は、エイジン

グケア*¹ブランド「綾花」の新ムービー『これひとつで満たされる』篇を、2020年4月16日（木）より

特設サイト、およびYouTube公式チャンネルにて公開いたします。また、新ムービーは今後、全国の

「綾花」取り扱い店でも秋頃より順次公開予定です。*² 

 

エイジングケア*1ブランド「綾花」と新ムービーについて 
 「綾花」は、上質なエイジングケア*¹をもっと身近なものとして使ってほしいという想いから誕生し、

今年29年目を迎えるブランドです。2020年3月末現在、全国の対面量販店、量販店（スーパーなど）、

百貨店、直営店、綾花公式オンラインショップ等などで展開しております。 

 新ムービーは、1品で複数の役割を担い、時間と手間をかけずに大人のきれいをかなえる「綾花 スマー

ト ステップ シリーズ」のオールインワンジェル『綾花 マルチ モイスチャー ジェル』を訴求いたします。

出演者は、2018年の春より「綾花」のイメージキャラクターを務める女優の白石美帆さん。ジェルを気

持ちよさそうにお肌にのばしていく仕草と、喜びがこぼれるような表情で、心地よい使用感とうるおい感

を表現しています。また、ムービーに登場する鮮やかで美しいフラワーティーは、ジェルのうるおい感や、

時短のお手入れを重ねて美しく花開く女性をイメージしています。 

2020年4月15日 

News Release 

＊1…年齢に応じた化粧品によるお手入れ 

＊2…公開時期は店舗・チャネルにより異なります。機器の設置環境により、ムービーを放映しない店舗もございます。 

白石美帆さんが心地よさとうるおいにあふれた日常を表現 

『綾花 マルチ モイスチャー ジェル』新ムービー公開 

『これひとつで満たされる』篇（15秒・30秒） 

2020年4月16日（木）より特設サイト・YouTube公式チャンネルにて公開 



新ムービー概要 
 
■「綾花」ブランドサイト内 特設サイト■ 

タイトル ：『これひとつで満たされる』篇（30秒） 

URL  ：https://www.ayaka-hm.jp/smartstep_sp/ 

公開予定日 ：2020年4月16日（木） 

 

■YouTube ちふれグループ公式チャンネル「Chifure group Official」■ 

『これひとつで満たされる』篇（15秒） URL：https://youtu.be/uOY-jTQaM-o 

『これひとつで満たされる』篇（30秒） URL：https://youtu.be/rCL_znUfQMQ 

公開予定日 ：2020年4月16日（木） 

 

 

 

 

制作秘話 
 
 柔らかな春の日差しが降り注ぐ中、和気あいあいとした雰囲気の中で撮影が行われました。スキンケ

アシーンでは、白石さんがジェルをお顔にぬると綺麗な素肌にハリつやが生まれ、アップカットではそ

の美しさにスタッフから歓声があがりました。また、ムービーに登場する鮮やかなフラワーティーは、

うるおいと時短を表現するため、フードコーディネーターがオリジナルブレンドしたものです。気持ち

の良い使い心地が伝わり、手に取って試したくなるような新ムービーに仕上がりました。 

 

 

「綾花」新ムービー『これひとつで満たされる』篇（15秒） ストーリーボード 

SL) サウンドロゴ NA)ナレーション 

＃1  SL) 綾花 by ちふれ ＃2 白石さん）すーっと
うるおって 

＃3 ちゃんと満たされる。 

＃5 大人のスキンケアって ＃6 意外とシンプル。 ＃7 ＃8 

＃9 NA) エイジングケアを 
    これひとつで 

＃10  NA）綾花オールインワンジェル 

＃4  

＃11 SL) 綾花  

注釈：綾花は、ちふれグループの 
総合化粧品ブランドです。  

注釈：※ 気持ちが満たされること。  

注釈：※ 年齢に応じた化粧品 
     による お手入れ  
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「綾花」新ムービー『これひとつで満たされる』篇（30秒） ストーリーボード 

SL) サウンドロゴ NA)ナレーション 

＃12 

＃14 大人のスキンケアって ＃15 意外とシンプル。 ＃16 

＃17 NA) 化粧水から下地まで、エイジングケアをこれ   
    ひとつで。綾花オールインワンジェル 

＃18  ＃19  SL) 綾花  

＃1  SL) 綾花 by ちふれ ＃2   ＃3 

＃5 ＃6  ＃7 白石さん）すーっと 
    うるおって 

＃8 

＃9 ＃10 ちゃんと満たされる。 ＃11 

＃4  

＃13 

「綾花」新ムービー『これひとつで満たされる』篇 訴求商品  

忙しいとき、シンプルなケアで済ませたいときにも1品

で7役のオールインワンジェルでぬかりなく。 

みずみずしいジェルがすっと肌になじみ、たっぷりと

水分を与え、肌をうるおいのヴェールで包み込みます。 

また、乾燥による小ジワを目立たなくします。＊1 

時短エイジングケア＊2でうるおいにあふれたしなやか

な肌へ。 
 

＊1…効能評価試験済み 

＊2…年齢に応じた化粧品によるお手入れ 

『綾花 マルチ モイスチャー ジェル』   

82g 2,600円（税抜） 

詰替用 82g 2,300円（税抜） 

【商品詳細ページ】https://www.ayaka-hm.jp/skin_care/serum/multi_moisture_gel.html?=Release0415  

注釈：綾花は、ちふれグループの 
総合化粧品ブランドです。  

注釈：※ 気持ちが満たされること。  

注釈：※ 年齢に応じた化粧品によるお手入れ  
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コピーライター    山本 絵理香 

コピーライター    小林 沙紀 

アートディレクター    谷島 康葉 

プロデューサー    中島 晃紀（株式会社ウイングドフット） 

プロデューサー    中川 由佳理（株式会社ウイングドフット） 

プロダクションマネージャー    清水 伸矢（株式会社ウイングドフット） 

アシスタントプロダクションマネージャー   鹿山 理沙（株式会社ウイングドフット） 

ディレクター     小関 亜紀 

カメラマン     大橋 仁 

ライトマン     野口 昌巳 

美術     滝口 奈々恵（株式会社ダヴィンチ） 

フードスタイリスト    山崎 慎也（有限会社石森スタジオ） 

出演者     白石 美帆（ハーキュリーズ株式会社） 

スタイリスト     富田 育子 

ヘアメイク     遠藤 芹菜 

キャスティング    片岡 舞香（ライム企画） 

CG     山浦 勝喜 

オフラインエディター    大越 さやか 

オンラインエディター    米田 知世（株式会社デジタルエッグ） 

ミキサー     三神 健太（株式会社デジタルエッグ） 

音楽プロデューサー    緑川 徹（株式会社メロディー・パンチ） 

作曲     小野 雄紀 

ボーカル     八木 映美(Amy &her experiments) 

ナレーター     細谷 佳正 
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