PRESS RELEASE
報道関係各位

2018 年 3 月 19 日
ロート製薬株式会社
５０代をイキイキと、美しく！― Ｗｅ’ｒｅ ５０ｙｅａｒｓ ｙｏｕｎｇ ―

沢口靖子さんが 50 代女性に応援メッセージ
「５０の恵®」新ＣＭオンエア
沢口さんの美と健康の秘訣を初披露！Web ムービー同時公開！
50 代女性の新たなチャレンジを応援するオープンキャンペーンも

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：𠮷野俊昭）は、女優・沢口靖子さんがイメージキャラクタ
ーを務める「50 の恵®」シリーズの新 CM を 3 月 22 日（木）からオンエアと同時に Web ムービーも公開し
ます。

今回のＣＭのテーマは「50 代をイキイキと、美しく！Ｗｅ’ｒｅ 50years young.」です。近頃、アメリカ
では、年齢について語ったり、誕生日を祝ったりするときなど、“years old”ではなく“years young”とい
うワードを使用するのがトレンドだとか。とてもポジティブで、ウィットに富んだ表現です。
発売から 10 周年を迎える「50 の恵®」も、ターゲットである５０代の女性が、気持ちも見た目も、いつ
までも若々しくイキイキと輝くことを応援しています。
新 CM は、「50 の恵®」のイメージキャラクターを務める女優・沢口靖子さんが同世代の女性に呼び
かける応援メッセージ CM で、「50 代をイキイキと、美しく！」という表現がぴったりの沢口さんならでは
の、さわやかな映像に仕上がっています。さらに、「50 の恵®」オフィシャルサイトでは、沢口さんのス
ペシャルインタビュー映像も公開。年齢にとらわれずチャレンジを続けるための美容と健康の秘訣を
初披露しているほか、女優としてチャレンジしたい驚きの役柄なども語っていただきました。
また、「50 代女性のイキイキと美しく」を応援する、ワクワクな２つのキャンペーンも展開します。

1

PRESS RELEASE
【ＣＭ＆Web ムービーコンセプト】

50 代をイキイキと、美しく！ We’re 50years young.
“How old are you?”と質問されたら、これまでは“I am 50years old.”と答えていました。
いまアメリカでは、“I am 50years young.”と答えるのがトレンドになっています。50 歳は、見た目も
気持ちもまだまだ若い！
そのことを、ユーモラスに、前向きに表現した言葉を、
10周年を迎える「50の恵®」は応援メッセージとして採用し、50代の女性が年齢にとらわれることなく
新しいチャレンジを続け、イキイキと美しく！輝くことを願って、発信していきます。

【メイキングエピソード】
撮影は、1 月下旬に東京都内のスタジオで、TVCM とスペシャルインタビュー映像の 2 つの収録が
約 4 時間にわたって行われました。TVCM 撮影終了後に行われたスペシャルインタビューでは、沢口
さんご自身のスキンケア法、美容のためにこだわっている食べ物やオリジナルレシピも紹介していただ
きました。
最近特にこだわっているのは「ハチミツ」とのこと。この日
の撮影も、ご自身で作られた「ホット生姜ハチミツティー」を
マイボトルでご持参。休憩中に、飲んでリラックスしながら、
オススメのものを話される時の沢口さんは、気さくでとても
チャーミングでした。
また、日課としている「沢口流 体力の維持法」も実演を
交えながら、お話しいただきました。そのトレーニング量には
スタッフもビックリ。寝る前にベッドで、肩甲骨を外側にグル
グルと 30 回ぐらい回した後でさらに、「斜め腕立て伏せ 60
回」「ヒップリフト 30 回」「腹筋 30 回」「スクワット 30 回」を毎
日欠かさずに行っているとのこと。
人気女優には避けることができないハードスケジュール。それに負けないために「表には見せない努
力」を欠かさない沢口さん。まじめで努力家な一面が垣間見られました。
このスぺシャルインタビューは、Weｂムービーとして「50 の恵®」オフィシャルサイトでご覧いただけます。
<UＲＬ>http://jp.rohto.com/50megumi/50yy/
沢口靖子さんからのメッセージ

ー “We’re 50years young.” に寄せて―

前向きで、本当にすてきな言葉だなと思いました。
50 代になったからといって、いろいろなことを押えこむのではなく、
いつまでも、若々しく生きたいですよね。
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【キャンペーン概要】
ＣＭオンエア開始と同時に、50 代の女性を応援するキャンペーンを展開します。
●キャンペーン① 50 代をイキイキと、美しく！夢を応援キャンペーン

50 代女性がイキイキと美しく人生を楽しむために。
やりたいことにチャンレジするための応援金 50 万円プレゼント（5 名（組）様）
イキイキと美しく人生を楽しむためにやりたいことにチャレンジする 50 代の女性（個人またはグループ）
を、応援します。選考の上、当選された方へ応援金 50 万円をプレゼント。応援金を使用してやりたい
ことにチャレンジしていただき、その様子を取材して「50 の恵®」オフィシャルサイトに掲載いたします。
＜応募資格＞ 50 代の女性＊１（個人）または、50 代女性を含むグループ ※商品のご購入は不要です。
＜応募期間＞ 2018 年 4 月 2 日(月) 10：00 ～ 2018 年 5 月 1 日(火) 15：00 締め切り
＜当 選 者＞ 5 名（組）
＜応募内容＞ イキイキと美しく人生を楽しむためにやりたいこと（50 代になって初めて挑戦したいこと、体験したい
こと、叶えたい夢など）を次の応募方法に従ってご応募ください。
※個人でもグループでも応募することが可能です。
＜応募方法＞ キャンペーンサイトの応募フォームに必要事項（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、
年齢、アンケート、応募理由、応援金の使い道など）をご入力の上、ご応募ください。
キャンペーンサイト URL ：https://50nomegumi-cp.jp/dream/
＜問い合わせ＞ロート製薬 50 の恵® 夢を応援キャンペーン事務局 50yume@50nomegumi-cp.jp

●キャンペーン② 50 代をイキイキと、美しく！母の日プレゼントキャンペーン

50 代のお母さんへ、母の日の贈り物。
「花束」＆「50 の恵®商品詰め合わせ」をプレゼント（50 名様）
50 代のお母さまへ、感謝の気持ちをこめて母の日のプレゼントをお届けするキャンペーンです。キャ
ンペーンサイトよりご応募いただいた方の中から、抽選で 50 名様に「お花」と「50 の恵®商品詰め合わ
せ」を指定されたお届け先（お母さま）へプレゼントいたします。
＜応募資格＞ 応募者は、賞品受取人となるお母さま＊１に、母の日の贈り物をしたい人
※商品のご購入は不要です。
＜応募期間＞ 2018 年 4 月 2 日(月) 10：00 ～ 2018 年 4 月 16 日(月) 15：00 締め切り
＜当 選 者＞ 50 名
＜応募方法＞ キャンペーンサイトの応募フォームに必要事項（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、
年齢、アンケート、賞品発送先情報）を入力の上、ご応募ください。
キャンペーンサイト URL：https://50nomegumi-cp.jp/mothersday/
＜問い合わせ＞ロート製薬 50 の恵® 母の日キャンペーン事務局 50mama@50nomegumi-cp.jp

＊１

：2018 年 12 月 31 日時点で 50 代、1959 年 1 月 1 日〜1968 年 12 月 31 日生まれの女性
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【ＴＶＣＭ

（15 秒）】

①

②

③

<Na>

<沢口さん>

<沢口さん>

How old are you?

50years old ではなく

最近アメリカでは、50years young という
そうですよ

⑤

④

<沢口さん>
50 の恵で、50 代をイキイキと、美しく

⑥

<Sound logo>

<Sound logo>

♪～50 の恵

♪～ロート

※ＴＶＣＭオンエア概要
○放映開始日 2018 年 3 月 22 日（木） 木曜ミステリー『科捜研の女』（テレビ朝日系 20:00～）
○放映エリア 全国
○CM 映像は、ロート製薬ホームページでご覧いただけます。
http://jp.rohto.com/50megumi/50yy/

※制作スタッフ
クリエーティブディレクター／久保田 伊津美
コピーライター／河島 清
アートディレクター／菊池 みどり
プロデューサー／池内 繁樹
ディレクター／安田 忠之
アシスタントディレクター／加藤 智則
カメラマン／大坪 啓邦、庄田 充司
アシスタントカメラマン／深見 竜士
照明／柴田 耕助
ビデオエンジニア／伊藤 輝英
スタイリスト／松田 綾子
ヘアメイク／佐藤 光栄
プロダクションマネージャー／岡野 恭子
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【スペシャルインタビュー

（約 3 分 30 秒）】

※スペシャルインタビューの画像使用および動画の切り出しはご遠慮ください。
サイトへのＵＲＬリンクは問題ありません。
http://jp.rohto.com/50megumi/50yy/

<沢口さん>

<沢口さん>

<沢口さん>

一晩中、パックしているかのように、保湿クリ

はまっているものがあります。

お休みの前の日は、なるべく早めに休んで 9

ームたっぷり塗って休んでいるんです

ハチミツなんです

時間ぐらいは寝ますね

<沢口さん>

<沢口さん>

<沢口さん>

肩甲骨を外側にグルグルと 30 回ぐらい回し

とにかく、作品ありきだと思います。惹かれる

やはり俳優ですから、作品を通して、

たり、ベッドで斜め腕立て伏せを 60 回、 そ

作品があれば、どんな役にもチャレンジして

見ていただく方に、感動や勇気や夢を

れからヒップリフトを 30 回、腹筋を 30 回、

みたいですね

届けられる俳優になることです

スクワット 30 回

【50 の恵® 商品概要】

50 歳からのあなたに、「いいもの、ぎゅっと。」
年齢とともに増えるお肌や髪の悩みに対し、ロート製薬が医薬品研究で培った技術を注ぎこんで開
発した確かな効き目のエイジングケア（※１）商品です。
50 種類（※２）の養潤®成分（※３）をぎゅっと詰め込み、潤い・ハリのあるお肌に導くスキンケア商品、
手軽で簡単キレイをめざしたメイク商品、髪と頭皮をいたわりながら白髪ケアやボリュームアップできる
ヘアケア商品をラインアップしています。
※1:年齢に応じたお手入れ

※2:カラートリートメント・白髪かくし・カラーケアシャンプー・メイクシリーズは除く
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※3:うるおい成分

