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マンダム･２００３年春の最新ＴＶ－ＣＭについて 

 

“ルシード エル”の新キャラクターに安室奈美恵さん 

プリズムマジック ヘアカラーTV-CM から登場！ 

2 月 22 日より全国でオンエア開始 
 

 

もう色だけじゃない。質感まで美しく染めるヘアカラー。 

 

＆プリズムマジック ヘアカラー

 

株式会社マンダム（本社：大阪市、社長：西村元延 以下マンダム）では、ルシード エル

から一度で思い通りの「色」と「質感」を実感できる新しいヘアカラーシリーズ「プリズ

ムマジック ヘアカラー」８色を２月１２日より全国で新発売します。 

広告のイメージキャラクターには、安室奈美恵さんを起用し、新TV－CM「デビュー編」「安

室奈美恵登場編」（15 秒／30 秒）を２月２２日より全国でオンエアを開始します。 

 

 

 



 安室奈美恵さん起用について 
 
 

ルシード エル 「プリズムマジック ヘアカラー」のＴＶ－ＣＭには、アーティストの安

室奈美恵さんを起用し、同製品の“デビュー感”“期待感”を表現しました。安室奈美恵

さんの歌とダンスに卓越したアーティストとしての活躍は周知の通りですが、美しいロン

グヘアをオリジナルスタイルでカラーリングし、ファッションリーダーとして女子中・高

生を中心に圧倒的に支持された“ヘアカラーの先駆者”でもあります。安室奈美恵さんが

先駆けとなり、いわゆる“茶髪・金髪ブーム”を創生し“カリスマ”として常に時代をリ

ードしてきました。このように影響力を持つ安室奈美恵さんのキャラクターと、リーディ

ングヘアメイクブランドを目指すルシード エルのヘアカラーシリーズ「プリズムマジッ

ク ヘアカラー」の世界観がマッチすることから今回の安室奈美恵さんの起用が決まりま

した。 

 

 ＣＭについて 
 
 

今回制作したＴＶ－ＣＭは、ルシード エル「プリズムマジック ヘアカラー」のデビュー

のニュースをお知らせする「デビュー編」と、商品のコンセプトである「色と質感」を見

せる「安室奈美恵登場編」の２タイプでオンエアします。 

 

「デビュー編」は、新製品と安室奈美恵さんの２つのビッグな誕生感を、衝撃的に表現し

たＴＶ－ＣＭです。安室さんのロングヘアがまるで生き物のように躍動する映像により強

烈なインパクトをもたせました。ヘア関連商品のＴＶ－ＣＭでは、髪を綺麗に整えて美し

い状態のまま見せるのが通常のパターンですが、本ＣＭでは、ブロンズ製の薔薇をバック

にした無彩色の空間に、「プリズムマジック ヘアカラー」でカラーリングしたヘアにダ

イナミックな動きを加えました。安室さんの髪に強風をあててわざと乱し、特殊映像技術

により髪の毛が生き物のごとく激しく動いて見えるようアレンジ。デビュー以来、ロング

のサラサラヘアがトレードマークの安室さんですが、髪の動きをよりワイルドで神秘的に

見せることで“何かの始まりを予感させる演出効果”を狙いました。また、歌とダンスを

得意とするアーティストの安室奈美恵さんが本ＣＭ中では、「歌もダンスもなし」という

意表をついた演出により、「プリズムマジック ヘアカラー」の登場感をよりインパクト

をもって表現しました。 

 

「安室奈美恵登場編」では、“色だけでなく質感まで美しく染めるヘアカラー”という「プ

リズムマジック ヘアカラー」の商品特長をよりわかりやすく表現しました。ダークなト

ーンを背景に、「シアー」「グロス」「マット」３タイプの質感をリズミカルに紹介。安

室奈美恵さんのビューティカットと、桃やハチミツ、熱帯魚などの色と質感を伴う美しい

映像のインサートを組み合わせることで、ツヤ・質感のある商品特長をイメージ的に訴求

していきます。 

 



 

＜新 TV－CM ルシード エル プリズムマジック ヘアカラー「デビュー編」＞ 

 

目を閉じ、ブロンズ製の巨大なバラの前に立つ、安室奈美恵。 

強い風が吹き、彼女の髪がまるで、生き物のように動いている。 

突然、ルシード エルのロゴが、印象的にインサート。 
 
Na）もう色だけじゃない。質感まで、美しく染まるヘアカラー。 
 
目を見開く、安室奈美恵。バラの葉の上に、３つのパッケージ。 
 
Na）ルシード エルから、デビュー。 
 
安室）（力強い視線で）「色と質感のヘアカラー。」  

 

＜新 TV－CM ルシード エル プリズムマジック ヘアカラー「安室奈美恵登場編」＞ 

 
黒を基調にした空間に、安室奈美恵。印象的にターンを決める。 
カラーの髪が、美しい。 
見開いた瞳からこぼれ落ちる涙・メタルのハサミに落ちるコーム 
「キャラメルベージュ」の髪が美しい、安室奈美恵。 
Sheer の文字がIN。 
山積みにされた桃・有刺鉄線にしたたるハチミツが印象的にインサート。 
安室奈美恵横顔、「アプリコットナチュラル」の髪をまとっている。 
Gloss の文字がIN。 
２匹のアロワナが交錯する・ブラックラブラドールを撫でる手。 
そして、「ビターチョコブラウン」に染め上げた髪の安室奈美恵。 
Matt の文字がIN。 
 
Na）もう色だけじゃない。質感まで、美しく染まるヘアカラー。 
 
鏡に映る３人の安室奈美恵。それぞれの髪の色と 
質感が美しい。「色×質感」のタイポグラフィ。 
そして、３つのパッケージが登場。 
 
Na）ルシード エルからデビュー。 
 
安室）「色と質感のヘアカラー。」  

 



 

 撮影エピソード 
 
   

◆ 撮影は１２月に川崎のスタジオで２つのセットを使い、「デビュー編」と「安室奈美

恵登場編」の２本同時に行いました。 

   

◆ 撮影中、安室さんが一番大変だったのは前後２方向から激しい風を受けての撮影シー

ン。力を入れていないとすぐに吹き飛ばされてしまうほどの強風だったのですが、安

室さんは華奢な体型にもかかわらず全く動じる様子なし。その立ち姿は゛カッコイ

イ゛のひとこと。演技の勘も非常に良く、撮影を通してＮＧもゼロで“さすがはプロ”

とスタッフも関心することしきりでした。 

   

◆ 安室さんには撮影中、ヘアメイクチェンジを３回もしていただきました。また、衣裳

は、スタイリストと相談して、安室さんが最終的に選んだものを着ていただきました。

全体の映像として、シアー・グロス・マット３つの質感のヘアカラーと衣裳、セット、

インサートカットなどのバランスが見事にマッチした CMになりました。 

   

◆ 撮影は深夜にまで及びましたが、安室さんは疲れも見せず、終始笑顔で現場を和ませ

てくださいました。ヘアメイクやスタイリスト、マネージャーらスタッフとの仲も非

常に良く、周囲に対して思いやりのある彼女の人柄が伺えました。 

   

◆ 「デビュー編」の安室さんのヘアが生き物のように動くシーンは、特殊映像技術を駆

使しました。強風をあてた髪を５倍のハイスピードで撮影したものを編集段階で逆回

転再生し、さらに可変効果を加えるといった映像スタッフの職人技術により、スピー

ド感のあるワイルドなＣＭに仕上がりました。 

   

◆ 「安室奈美恵登場編」の最初のカットでクルリと１回転するシーンでは、ステージで

見せてくれるようなキレ味のよい動きでバッチリとポーズ。今回のＣＭでは安室さん

の得意とするダンスと歌をあえて取り入れませんでしたが、そんなちょっとしたシー

ンでも彼女のダンスセンスが光っています。 

 

 



 

 ＣＭ概要 
 
 

CM タイトル 
ルシード エル プリズムマジック ヘアカラー／ 

「デビュー編」「安室奈美恵登場編」（各１５秒／３０秒） 

放映開始日 ２００３年 ２月２２日（土） 

スタッフ 

リスト 

企画制作 電通関西支社＋エンジンフィルム 

クリエイティブディレクター 松井薫 

プランナー＆コピー 藤原秀平 

プランナー 高柳亮二、青木大介、小出ななみ、

村山覚 

プロデューサー 平川浩司、寺田和一 

ディレクター 竹石渉 

撮影 岡田初彦 

照明 島田裕介 

スタイリスト 後藤則子 

ヘアメイク 中野明海 

美術 立花仁 

タレント 安室奈美恵 

音楽 安室奈美恵 『shine more』 

（2003 年 3 月 5 日発売／1,050 円／

エイベックス）  
 
 

＜安室 奈美恵（あむろ なみえ）プロフィール＞ 

生年月日 Ｓ52.9.20 

出身 沖縄県 

血液型 Ｏ型 

身長／体重 158cm／40kg 

バイオグラフィ 【シングル】 

 ●Wishing On The Same Star 

 ●I WILL 

 ●Say the word 

 ●think of me／no more tears 

 ●PLEASE SMILE AGAIN 

 ●NEVER END 



 ●LOVE 2000 

 ●SOMETHING‘BOUT THE KISS 

 ●toi et moi 

 ●RESPECT the POWER OF LOVE 

 ●I HAVE NEVER SEEN 

 ●CAN YOU CELEBRATE？ 

 ●Dreaming I was dreaming 

 ●How to beａ Girl 

 ●a walk in the park 

 ●SWEET 19 BLUES 

 ●You're my sunshine 

 ●Don't wanna cry 

 ●Chase the Chance 

 ●Body Feels EXIT】 

 

【アルバム】 

 ●LOVE ENHANCED single collection 

 ●break the rules 

 ●GENIUS 2000 

 ●181920 

 ●Concentration 20 

 ●SWEET 19 BLUES 

 

【ビデオ】 

 ●filmography 

 ●NAMIE AMURO TOUR GENIUS 2000 

 ●181920 films NAMIE AMURO 

 ●Namie Amuro Concentration20 LIVE in TOKYO Dome 

 

【DVD】 

 ●filmography 

 ●NAMIE AMURO TOUR GENIUS 2000 

 ●AMURO NAMIE FIRST ANNVERSARY 1996 LIVE AT 

  MARINE STADIUM 

 ●Namie Amuro Concentration20 in Tokyo Dome 

 ●181920 films NAMIE AMURO 
 

 

 

 

 



 ルシード エル ＴＶ－ＣＭ メイキングカット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ルシード エル「プリズムマジック ヘアカラー」広告用グラフィック 
 

 

 

 


