
 

 

 

 

 

【報道関係者各位】 

 

小松菜奈さん出演！紫外線をカットしながら、 

美容効果のある光に変換する革新的新技術を搭載 

アネッサ デイセラム新 CM「はじめよう、太陽エステ。」篇 

2月 20日（日）放送開始 
「シミ対策に、迷いなし。」篇も公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21年連続売上シェアNo.1※1の日焼け止めブランド「アネッサ」は、小松菜奈さんが出演する、「アネッサ デイセラム」新CM「は

じめよう、太陽エステ。」篇・「アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアジェル N」「アネッサ ブライトニングＵＶ ジェル N（医薬部

外品）」新 CM「シミ対策に、迷いなし。」篇を、2 月 20 日（日）より順次 TV 放映します。 

さらに、“紫外線をカットすると同時に、太陽の光を美容効果のある光に変換する”世界初の成分アプローチ※2 サンデュアルケア

技術のメカニズムを紹介する動画「サンデュアルケア技術」篇も YouTube 限定で 2022 年２月 15 日（火）より公開します。 

※1 インテージSRI,SRI+ 2000年10月‐2021年9月 サンケア市場(子供用除く) アネッサメインシリーズ金額シェア 

※2 肌を守る UV 防御剤および、UV を美容効果のある光に変換するスピルリナプラテンシスエキスと蛍光酸化亜鉛、その光を増幅させる PEG/PPG‐14/7    

ジメチルエーテルを配合した処方。（2021 年 4 月 Mintel 社データベース及び独自調査による当社調べ） 

 

新 CM について 

「アネッサ デイセラム」新 CM「はじめよう、太陽エステ。」篇では、まばゆく光が差し込む幻想的な空間でベッドに寝そべった小松

さんが登場します。「アネッサ デイセラム」の“紫外線をカットするだけでなく、同時に美容効果のある光に変換する”という革新的な

技術で太陽を味方につける様子が表現されています。新商品のデイセラムの登場感と「はじめよう、太陽エステ。」という小松さんの

呼びかけが印象的に描かれています。また、「シミ対策に、迷いなし。」篇では、都会のランウェイを舞台に、人々が太陽のもと、自

信を持って輝いている姿を描いています。「アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアジェル N」、「アネッサ ブライトニングＵＶ ジェル 

N（医薬部外品）」を使うことで、自信に溢れた毎日を過ごしてほしいという願いを込めて作成しています。 

2022 年 2 月 15 日 

株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 

 

情報解禁日 22 年 2 月 15 日（火）11 時 30 分以降  
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※撮影には安全性を確保しています。 

 

出演者コメント 

■小松菜奈さんのコメント 

「普段から使わせていただいていたアネッサの CM に、まさか自分が出演させていただけるとは思わなかったのでとっても光栄です。 

今が将来の肌に繋がっていくので、ちゃんと肌を守っていきたいです！」 

 

新 CM 概要 
 

■「はじめよう、太陽エステ。」篇（15 秒/30 秒） 

15 秒 https://youtu.be/BqGeYxH_sIg 

30 秒 https://youtu.be/TTKfq8pmcVU 

・放送開始日：2022 年 2 月 20 日（日） 

・出演者：小松菜奈さん 

・動画公開先：YouTube／2 月 15 日（火）11:30 ～ 

・放送エリア：全国 

・商品：アネッサ デイセラム  

 

■「シミ対策に、迷いなし。」篇（15 秒/30 秒） 

15 秒 https://youtu.be/T_5xDIRUDNA 

30 秒 https://youtu.be/E4un3DXNc‐E 

・放送開始日：2022 年 2 月 20 日（日）  

・出演者：小松菜奈さん 

・動画公開先：YouTube／2 月 15 日（火）11:30 ～ 

・放送エリア：全国 

・商品：アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアジェル N / アネッサ ブライトニングＵＶ ジェル N（医薬部外品）  

 

WEB 限定 デイセラムの技術動画 概要 

紫外線をカットするだけでなく、同時に美容効果のある光に変換する革新的な技術「サンデュアルケア」のメカニズムを紹介してい

ます。 

■「サンデュアルケア技術」篇（30 秒） 

https://youtu.be/9qP2Oj7vylk  

・公開日：2022 年 2 月 15 日（火）11:30 ～ 

・出演者：小松菜奈さん 

・動画公開先：YouTube 

・商品：アネッサ デイセラム  

 

プロフィール 

小松 菜奈（コマツ ナナ） 

 

1996 年 2 月 16 日生まれ、東京都出身。女優、モデル。 

映画『渇き。』(2014 年)で日本アカデミー賞新人俳優賞など数々の新人賞を受賞。 

近年の出演作に『閉鎖病棟ーそれぞれの朝ー』『糸』『さくら』『ムーンライト・シャドウ』

『恋する寄生虫』などがある。映画『余命 10 年』が 2022 年 3 月 4 日公開予定。 

 

 

  

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBqGeYxH_sIg&data=04%7C01%7Cmasato.tanaka1%40shiseido.com%7Cbdc20381546d4887ac8b08d9e7a2f268%7C602fb21270b34ef8938e9ba98c5ab37a%7C1%7C0%7C637795509393680092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EdK7D9TAGdzx1iaHsUFH8DSyOhKCIAMF8oG1DXPEQXE%3D&reserved=0
https://youtu.be/TTKfq8pmcVU
https://youtu.be/T_5xDIRUDNA
https://youtu.be/E4un3DXNc-E
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9qP2Oj7vylk&data=04%7C01%7Cwakana.shimane%40shiseido.com%7C8bbafe263c1447ac733208d9e5fa3097%7C602fb21270b34ef8938e9ba98c5ab37a%7C1%7C0%7C637793685054407119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLtgoeic8p5pe00mA2RYQISFiGcnQ%2BlLed1VzBU59MU%3D&reserved=0


 

 

ストーリーボード 
 

「はじめよう、太陽エステ。」篇           「シミ対策に、迷いなし。」篇       

（15 秒/30 秒）                 （15 秒/30 秒）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サンデュアルケア技術」篇 

（30 秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2022年新CM登場商品 

■アネッサ デイセラム（2022 年 2 月 21 日新発売） 

紫外線をカットすると同時に、太陽の光を美容効果のある光に変換する世界初の成分アプローチ※2 

サンデュアルケア技術を搭載した日中用美容乳液・化粧下地。 

長時間保湿効果により、肌にハリとうるおいを届けます。 

また、ほんのりピンクの中味でトーンアップ効果もあり、適度な血色感と明るい透明感のある肌へ導きます。 

SPF50＋・PA++++ 
※2 肌を守る UV 防御剤および、UV を美容効果のある光に変換するスピルリナプラテンシスエキスと蛍光酸化亜鉛、 

その光を増幅させる PEG/PPG‐14/7 ジメチルエーテルを配合した処方。（2021 年 4 月 Mintel 社データベース及び独自調査による当社調べ） 

 

 

■アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアジェル N（2022 年 2 月 21 日新発売） 

汗、水、そして空気中の水分※3に反応して UV ブロック膜が強くなるオートブースター技術を搭載した UV ジェル。 

みずみずしくなめらかな使い心地で、日常に潜むシミリスクを防ぎます。 

ビューティーアップ効果で透明つや美肌に仕上がります。 

SPF50+・PA++++ 

※3 暑い時期の高湿度環境 

 

 

■アネッサ ブライトニングＵＶ ジェル N（医薬部外品） 

美白有効成分「m‐トラネキサム酸※4」配合、日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ薬用美白 UV ジェル。 

ラベンダーピンクカラーで素肌から明るく補整します。 

2021 年数量限定発売時に、大変好評だったブライトニング UV ジェルが待望の定番化します。 

SPF50＋・PA++++ 

※4 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐトラネキサム酸 

 

【商品一覧】   

 

プロモーション・販売チャネル 

CM・WEB 広告のほか、店頭ツール・ポスター等で展開します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約

20,000 店のほか、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」でも販売します。 

 

■アネッサ ブランドサイト ※2 月 15 日 11 時 30 分頃公開予定 

  https://www.shiseido.co.jp/anessa/ 

 

 

 

商品名 分類 容量 価格 

アネッサ デイセラム 日中用乳液・化粧下地 30mL 

ノープリント 

プライス 
アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアジェル N 日焼け止め用ジェル 90g 

アネッサ ブライトニングＵＶ ジェル N （医薬部外品） 日焼け止め用ジェル 90g 

https://www.shiseido.co.jp/anessa/

