
  ちふれグループの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：中村 俊彦）は、

「ちふれ」ブランドの新WEBムービー「タイムリープ 口紅」篇（45秒）、「タイムリープ アイシャド

ウ」篇（45秒）を、2020年8月3日（月）より 、特設サイト、YouTubeちふれグループ公式チャンネル

にて公開いたします。 

 

「ちふれ」ブランドのリブランディングと新ムービーについて 

 2018年に誕生50周年を迎えた「ちふれ」ブランドは、これからも一人ひとりの方のくらしに寄り添う

存在でありたいという想いを込めて、この春、新スローガンを「くらしと、ともに。」と制定いたしまし

た。スローガン制定後初のムービーとなる本作は、ちふれが「くらしと、ともに。」あることを、多くの

方にお伝えしたいと考え、制作いたしました。 

 

鈴木 みなさん・まりあさんのみずみずしい表情と、阿部 芙蓉美さんの美しい楽曲に引き込まれる 
 新WEBムービーでは、20代と30代の「わたし」を演じる双子の姉妹、鈴木 みなさん・まりあさんが、
日々のくらしのなかで、化粧のちからを感じ、一歩ふみだす姿を描いています。また、ムービー内で流れ
るテーマソング「凪」は、阿部 芙蓉美さんが今回のムービーのために書き下ろしたものです。 
 双子ならではのシンクロで見事に表現されるストーリーと、心に染みわたるような楽曲が織り成す世界
観をお楽しみください。 

2020年8月3日 

News Release 

過去の「わたし」と未来の「わたし」が時を超えて出会う、タイムリープストーリー 

ちふれ 新WEBムービー公開 

「タイムリープ 口紅」篇（45秒）、「タイムリープ アイシャドウ」篇（45秒） 

2020年8月3日（月）より 特設サイト、YouTubeちふれグループ公式チャンネルにて公開予定 
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新WEBムービー概要 

■特設サイト■ 

 URL： https://www.chifure.co.jp/special/ 

  公開予定日 ： 2020年8月3日（月） 

 

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

 ちふれ「タイムリープ 口紅」篇（45秒）     URL： https://youtu.be/Drz06hKDcuU 

 ちふれ「タイムリープ アイシャドウ」篇（45秒） URL： https://youtu.be/EnE8qEZjito 

  公開予定日 ： 2020年8月3日（月）  

 

制作エピソード 

 天気が不安定な時季でもある梅雨の中、撮影が行われました。常に空模様をにらみながらの撮影とな

りましたが、鈴木 みなさんとまりあさんのもつ透明感のおかげか、はたまた撮影スタッフの祈りが通じ

たのか、屋外での撮影時には雲が晴れ、素敵な作品が完成しました。 

 また、実は出演者のお2人には、撮影まで眉を整える事をやめていただいていたのですが、ナチュラ

ル眉になったお二人の美貌が格段とアップしていて、コロナの影響による撮影延期がもたらしてくれた

嬉しいポイントでした。（とても素敵だったのですが、見慣れないからか、撮影中に「明日整える！」

と仰っていました（笑）） 

 

ちふれ「タイムリープ 口紅」篇（45秒） ストーリーボード 

SL) サウンドロゴ 

＃1  SL) ちふれ ＃2 20代「未来の私は、」
30代「気合い入れすぎだし」 
20代「いつもこういう時に
やってくる。」 

＃3  30代「ほら」  

＃5 30代「いつもの色」 ＃6 30代「ずっと頑張っ
てきたの、私は知ってるか
ら。」 

＃7 ＃8 20代「未来の私が
かざらない強さを教えて
くれた。」 

＃9  ＃10  20代：「“わたし
らしさ”は、いくつあって
もいい。ちふれの口紅。」 

＃4  

＃11 30代：「大丈夫。」 
SL) ちふれ 
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ちふれ「タイムリープ アイシャドウ」篇（45秒） ストーリーボード 

＃1  SL) ちふれ ＃2   ＃3 30代「過去の私は」 
20代「フラれたんだ？」 

＃5 20代「うわ！何コ
レ！似た色ばっかり」 

＃6  ＃7 20代「同じ色ばか
りじゃさー、新しい景色
も見えてこないよ。」 

＃8 

＃9 30代「過去の私が 
自分を変える強さを思い
出させてくれた。」 

＃10  ＃11 30代「“わたしら
しさ”は、いくつあっても
いい。ちふれのアイシャ
ドウ。 」 

＃4 20代「メイクして
出かけるぞ！」 
30代「決まって嫌なタイ
ミングでやってくる。」 

＃13  SL) ちふれ 

SL) サウンドロゴ 

＃12  

「ちふれ」ブランド新WEBムービー 訴求商品  

『ちふれ ツイン カラー  
アイシャドウ』 

全5色 
各440円（本体価格400円） 

 
 

あざやか美発色。なりたい 

カラーメイクが実現する遊べる

アイシャドウ。 

『ちふれ 口紅 （詰替用）』 

全30色 

各385円（本体価格 350円） 

※モデルメイン使用色：473 

 

美容液*と同じくらいヒアルロ

ン酸を配合した、しっとりうる

おうちふれの口紅。なめらかに 

のびて、くちびるにフィット。 
 

*ちふれ 美容液 ノンアルコールタイプ 

 

『ちふれ グラデーション  
アイシャドウ』 

全5色 
各693円（本体価格630円） 
※モデルメイン使用色：72 

 

日常メイク＆上品メイクが 

パレットひとつで完成。肌なじ

みの良いカラーで立体的な目も

とがつくれるアイシャドウ。 

【商品詳細ページ】
https://www.chifure.co.jp/products/lip/2173 3 
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■主な出演作品■ 

＜CM＞ ミスタードーナツ（2017年1月～3月） 

 アカツキ （2018年） 

 ALCON （2019年） 

＜テレビ＞ フジテレビ『めざましテレビ』イマドキガール（2018年、2019年） 

＜ドラマ＞ ＮＨＫ『植木等とのぼせもん』ザ・ピーナッツ役（2017年） 

＜舞台＞ 劇団山本屋『午前5時47分の時計台』主演（2018年） 

出演者 鈴木 みなさん、鈴木 まりあさん 

2000年生まれ。イラン人の父と日本人の母を持つ

ハーフの一卵性双生児で、2017年1月より放送のミ

スタードーナツのテレビCMに出演して、「奇跡の美

少女双子タレント」などとして一躍注目を集めた。 

出演者 鈴木 みなさん、鈴木 まりあさん コメント 

 出来上がったムービーは、曲や映像の色彩がストーリーにとても合っていて、その世界に2人で携われた

ことがうれしいです！ちふれの口紅は普段から使っているのですが、発色が良くてすごく好きです。 

カラー展開も豊富で、その日の気分や洋服によって使い分けたりしています。（鈴木 みなさん） 

 話し方やトーンなど、20代、30代を意識して台詞を読むのに苦戦しましたが、台詞前後の出来事なども

監督と一緒に想像しながら演じました。お化粧をすると気分があがって、前向きな気持ちになれます。 

ちふれのアイシャドウは発色も肌なじみもとても良くて、お気に入りになりました！（鈴木 まりあさん） 

 

監督 森田 淳子さん コメント 

 ちふれらしく、見る人の気持ちに「そっと寄り添うもの」になるよう撮影しました。メイクシーンは、 

化粧を通して自分に向き合っている事が伝わるよう、特にこだわりました。主演の鈴木 みなさん、まりあ

さんの双子ならではの息が合った演技は素晴らしく、本当にもう1人の自分と対峙している様に見え、モニ

ター越しに何度か驚かせられました。 

 

ヘアメイク 堀川 知佳さん コメント 

 ２つのストーリーで、口紅の473と、グラデーションアイシャドウの72をそれぞれメインで使用しました。

アイシャドウは、しっとりしたパウダーで密着感も発色も良かったです。使用したアイシャドウの72は、

おしゃれにも 大人っぽくもナチュラルにも使える万能カラーだと思います。口紅の473は、ブラウン味を

帯びたオレンジ系のカラー。見たままの発色でのびもつや感もちょうど良いです。どちらも、その人の本来

の良さを引き出してくれるナチュラルな使い心地でとても良かったです。 
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スタッフ 

広告会社         

制作会社         

クリエイティブディレクター 

プランナー 

プランナー 

プランナー 

アカウントマネージャー 

アカウントマネージャー 

プロダクションプロデューサー 

プロダクションマネージャー 

プロダクションマネージャー 

ディレクター 

カメラマン 

ライティング 

アート 

スタイリスト 

ヘアメイク 

ロケーションコーディネーター  

出演者          

 

株式会社オプト  

株式会社シースリーフィルム 

安田 裕子 

柴山 拓也 

愛沢 小百合  

萩原 一生 

鎌田 友佳  

後藤 笑歩  

中村 尚史  

喜多 美織  

加藤 桃子  

森田 淳子（THE DIRECTORS GUILD） 

岡 亮平  

MAKI  

中村 裕 

綾部 秀美  

堀川 知佳  

佐藤 可居 

鈴木  みな、鈴木 まりあ（メタリンク株式会社） 

テーマソング「凪」（歌・作詞・作曲） 阿部 芙蓉美さん 

シンガーソングライター。2007年にメジャーデビュー以降、発表する

作品が数多くのCMソングや映画の主題歌に起用される。近年は都内を

中心とするライブ活動、他アーティストやCMへの楽曲提供、ナレー

ションなども行う。 

 

■主な作品■ 

1stアルバム 『ブルーズ』（2008年） 

2ndアルバム 『沈黙の恋人』（2012年） 

3rdアルバム 『HOW TO LIVE』（2013年） 

ミニアルバム 『ABE FUYUMI EP』（2014年） 

7inchシングル『Heart of Gold / ごみ溜めのバラード』（2018年） 

デジタル配信シングル 『鳥』（2019年） 
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