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2015 年 1 月 13 日

＜報道関係各位＞

株式会社テレビショッピング研究所

株式会社テレビショッピング研究所（本社：東京都大田区、代表取締役社長：高橋正樹）は、テ

レビ通販番組「ダイレクトテレショップ」で大好評の、料理が焦げつきにくいフライパン「フレーバー

ストーン」の新 TV-CM『フレーバーストーン メイド 100 人』篇（15 秒・30 秒・60 秒）を、2015 年 1 月

14 日（水）からオンエア開始いたします。また、WEB 動画『フレーバーストーン メイド 100 人』篇

（100 秒）とメイキング動画を、1 月 13 日（火）から特設サイト限定で公開いたします。

※公式サイト URL http://direct-teleshop.jp/rd/rd.jsp?aid=a549cb6d33e357

                                   

                                        

－ 焦げつきにくいフライパン「フレーバーストーン」 －

現役メイドカフェ店員、アイドル、元体操選手など

ＣＭ史上最多！？メイド 100 人が大集合！
フレーバーストーンでフライパンリレー

新TV-CM「フレーバーストーン メイド 100 人」篇 1 月 14 日（水）からオンエア開始
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■TV-CM 及び WEB 動画について                                          

今回の TV-CM 及び WEB 動画には、メイドカフェ「めいどりーみん」に在籍中の現役メイド約 70

人をはじめ、注目のアイドルユニット「Chu-Z（チューズ）」「amorecarina（アモレカリーナ）」、元国体

体操選手、大道芸人など、小学 4 年生から 40 代まで、総勢 100 名の女性たちが出演します。舞台

は洋館風の瀟洒なお屋敷。お揃いのメイド服に身を包んだ 100 人のメイドが、キッチンで調理した

朝食のパンケーキを、フライパンからフライパンへ次々とパスしながら、ご主人様が待つダイニン

グテーブルに運ぶコミカルなストーリーを通じて、料理が焦げつきにくいフライパン「フレーバース

トーン」の特徴をインパクトたっぷりに表現しました。

廊下や階段、バルコニー、メインホールなど、館内のさまざまな場所で繰り広げられるフライパン

リレーでは、2 階から 3 階への高速パスやトリッキーな動きを取り入れたロングパスなど、アクロバ

ティックなアクションも続々と登場。また、映像のイメージと合わせて制作した BGM は、不思議な歌

詞とコミカルなメロディが耳に残る音楽に仕上がりました。前代未聞の 100 人フライパンリレーにご

注目ください。

■フレーバーストーンについて                                          

フレーバーストーンは世界中で 200 万枚（※）を超えて販売されており、大ヒットを記録しておりま

す。 独自の 6 層構造のスーパーストーンコーティングにより、食材が鍋肌にくっつきにくく、油を使

わないヘルシーな料理をつくることができ、さらに焦げつきにくいことにより後片付けも簡単なフラ

イパンです。また、熱伝導が良いため小さなエネルギーで効率的な調理が実現できます。

※2014 年 4 月時点、メーカー調べ。
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■CM ストーリー（WEB 版 100 秒）                                            

瀟洒な洋館風のお屋敷にて。ぞろぞろとメイドが行進してきたかと思うと、整列をして自分の前に

あるコンロを着火し、リズムよくフライパンを並べはじめます。そしてどこかベテランの雰囲気が漂

うメイド長がフライパンにパンケーキのタネを流し込んでいきます。カメラが彼女の背後を映し出す

と、そこにはお揃いの衣装を着たメイドがズラリ。そして屋敷の主人が寝室で目を覚ますのと同時

にメイド長の女性から背後のメイドたちへのリレーがスタートします。「フレーバーストーン」の上で

スルスルと軽やかに動き、美味しそうに焼けてきたパンケーキが、「フレーバーストーン」から「フ

レーバーストーン」へ、次々とリレーされていくパンケーキ。その間も廊下から階段、踊り場を通っ

て、階段下のメインホールへとメイドリレーが続いています。2 階からバルコニーへ繋いだパンケー

キを受け取ったメイドが、そのまま勢いよく上へ放り投げると、3 階のメイドが見事にキャッチ。さら

にリレーの合間には 2 連続前転やブリッジ、Y 字バランスなど、アクロバティックな技を繰り出すメ

イドたちも登場します。洗面所で主が身支度を整えている最中も、鏡越しにメイドリレーは継続して

いきます。そしてメインホールにたどり着いたメイドリレーのパンケーキが、ついにダイニングテー

ブルに到着したかと思いきや、なぜか主人の頭に乗せられます。しかし主人は怒ることなく、満面

の笑顔を浮かべて「グッジョブ」と締めくくります。

■撮影エピソード                                                       

◇総勢 100 人の女性がお揃いのメイド服で参加

撮影は 12 月上旬、都内近郊のハウススタジオで 2 日間に渡って行われました。今回の撮影にメ

イド役で参加した女性は全部で 100 人。「初めてフライパンを持った」という小学 4 年生が在籍する

小中学生15人組のガールズユニット「amorecarina（アモレ カリーナ）」や、女性6人組の今注目の

アイドルユニット「Chu-Z（チューズ）」、全世界に 18 店舗を展開する No.1 メイドカフェ「めいどりーみ

ん」に在籍中の現役メイド、国体出場経験のある体操選手、芸歴 10 数年の大道芸人など、バラエ

ティーに富んだメンバーで構成され、現場は終始賑やかな雰囲気が漂いました。ちなみに衣装は、

全員、メイドカフェ「めいどりーみん」で使用しているお揃いのコスチュームを着用しています。

◇ぶっつけ本番で行われた 100 人のフライパンリレー

「フライパンの性能を実証実験的にエンタテイメントし、出演者の達成感も含め楽しく伝えたい」と

いう制作サイドの狙いから、ぶっつけ本番で行われた今回の撮影。リレーの途中で失敗すると、

最初からやり直しになるため、出演者の皆さんには高い集中力とスムーズなアクション、そして何

よりも楽しくパフォーマンスすることが求められました。フライパンの高さや位置を自分の両隣と揃

え、「テンポよく、リズミカルに」「表情が硬くならないように」という監督の指示が飛ぶ中、少しずつ

コツをつかみながら、何度も同じ動きを繰り返し、完成度を高めていった出演者の皆さん。すべて

成功して、監督の OK が出た瞬間、現場は出演者とスタッフの大歓声に包まれました。
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◇フライパンリレーを盛り上げるアクロバティックなシーンの数々

今回の撮影で最も大変だったのが、2 階のバルコニーから 3 階にパンケーキをパスするシーン。

フライパンの角度や放り投げるスピード、タイミング、力加減などが少しでもズレてしまうと、パスを

受け取る側が上手くキャッチできず、リレーがつながりません。また、アクロバティックな動きを取り

入れながら 2 階から 1 階にパスするシーンは、元国体体操選手の 2 人が担当。見た目にも派手な

アクションが要求されたことから、「こんな動きはどうかな？」「こっちの方がダイナミックに見えるか

も」などとお互いに提案し合いながら、パスを出す側と受ける側の動きを綿密に作り上げました。

◇150 個の卵で作ったパンケーキは 300 枚以上！

当日は 3 階建てのスタジオにある施設をフル活用し、キッチン、メインホール、廊下、階段、バル

コニーなど、さまざまな場所で撮影。人数分のフライパンとカセットコンロ、コンロ台も用意し、前代

未聞のパンケーキ 100 人リレーにふさわしいスケール感を演出しました。また、撮影のために用意

したパンケーキは 300 枚以上、使用した卵の数は 150 個にも及び、パンケーキはすべての撮影が

終了した後、スタッフ、出演者の皆さんに振る舞われました。

■出演者について                                              

◇メイドカフェ「めいどりーみん」のみなさん

秋葉原を始め、全世界に 18 店舗展開している在籍メイド数約 500

名の No.1 メイドカフェ。夢の国をコンセプトに「萌え」をテーマにした

サービス、接客を行っており、マスメディアでも取材されるなど注目

のメイドカフェです。今回の CM 撮影には現役のメイドスタッフ約 70

人に参加いただきました。

http://maidreamin.com/

◇Chu-Z（チューズ）

伝説のダンスユニット PANICREW の YOHEY がプロデュースする、

世界水準の新時代ガールズユニット。憧れの「日本武道館」での単

独公演を夢見て、楽曲・ダンス・歌唱力・トーク… すべての面で海

外でも通用するグループを目指す 6 人組。

http://www.chu-z.com/

◇amorecarina （アモレカリーナ）

小学生向けのファッション雑誌「JS ガール」のオーディションで選出

された、15 名組のアイドルユニット。お披露目からたったの 30 日で

渋谷公会堂、40 日で横浜アリーナのイベントに出演を果たした。

http://amorecarina.com/
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■新 TV-CM「フレーバーストーン メイド 100 人」篇（30 秒版）ストーリーボード                    
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■WEB 動画「フレーバーストーン メイド 100 人」篇（100 秒）ストーリーボード 1/2                                         
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                                                  2/2                                         
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■CM 概要                                              

タイトル ： TV-CM「フレーバーストーン メイド 100 人」篇（15 秒・30 秒・60 秒）

                WEB 動画「フレーバーストーン メイド 100 人」篇（100 秒）

TV-CM 放映開始日 ： 2015 年 1 月 14 日（水）

WEB 動画公開日 ： 2015 年 1 月 13 日（火）  

  http://direct-teleshop.jp/rd/rd.jsp?aid=a549cb6d33e357

■制作スタッフ                                             

AE ： 白石英一、塚田圭介、谷沙織

CD ： 佐藤由紀夫

CW/PL ： 工藤尚弥

M-PL ： 小林達仁、高橋洋平

CP ： 大聖亜希

プロデューサー ： 泉家亮太、藤江一成

PM ： 草柳正太、吉田隆祐

ディレクター ： 山部修平

カメラマン ： 菅祐輔

照明 ： 渡部和也

美術 ： 秋葉悦子

クッキング ： 田中くに子

スタイリスト ： 川崎香織

ヘアメイク ： MAYU

キャスティング ： 渡邉まこと

音楽 ： 山田勝也


