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P&G（日本本社：神戸市東灘区）のブランドのひとつで、日本のヘアケア市場 No.1*シェアを獲得
している「パンテーン」は、2012 年 1 月「パンテーンビューティーアンバサダー」11 人を世界の女性
アスリートから選出。日本からは唯一、ロンドンオリンピック競泳代表選手の寺川綾さんを選出。自身
初のビューティーブランド CM「信じた分だけ願いに届く」篇を 7 月 1 日（日）より全国で放映します。
パンテーンは発売以来、誰
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もが本気になれば
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もっと輝く」ということをブランド理念とし、頑張りつづけるすべての女性たちが輝くこと・キレイになることを
応援してまいりました。そして、この夏、パンテーンは、「信じた分だけ願いに届く」をテーマに寺川綾さんとすべ
ての頑張り続ける女性を応援するキャンペーンを展開します。今回、この CM に寺川さんを起用した理由は、
寺川さんが「勝てない日が続いたことがあっても自分を信じて頑張る」ということを自身の競泳人生を通して体現
されていると考えたからです。実際に寺川さんがパンテーンをずっと使っていらっしゃって、製品への信頼感を
持たれているということもこの CM が実現したもうひとつの理由です。

1

寺川さんにとって初のビューティーブランド CM となった本作は、19 歳でオリンピック出場を果たして
以降、勝てない日々が続いても、
「自分に負けたことは一度もなかった」という寺川さんがロンドン
オリンピック出場を掴むまでの、
努力を重ねてきた姿に焦点を当て、
その軌跡を描くストーリーです。
初めてのオリンピック出場のころの初々しい表情から、北京オリンピックで代表を逃した時、それ
でも練習に打ち込んで、ロンドンオリンピック出場権を日本新記録で勝ち取った瞬間など、寺川さんが歩ん
で来た道のり綴っています。
さらに、本 CM で起用されている CM ソングは、シンガーソングライターの井手綾香さんが寺川さんへの
応援ソングとして書き下ろした新曲「つばさ」。「夢に向かって真剣に頑張り続ける寺川綾さんの姿は、とても
美しく、輝いています。翼を広げ夢に向かって美しく輝いて飛び立つ瞬間の彼女への想いを楽曲に込めま
した」と寺川さんを心から応援する井手さんの気持ちが詰まったメロディーが、本 CM をより一層印象的に
しています。
この CM を通して、ひとりでも多くの女性に「あきらめずに頑張りつづけることの素晴らしさを
感じていただき、パンテーンは「あなたが輝く日のために」存在する、ということを知っていただく
きっかけになればと考えております。これからも、目標や願いに向かって頑張るすべての女性とその
キレイを応援するブランドとして、すべての女性をサポートして参ります。
*全国全業態 平均金額シェアベース（シャンプー・リンス・トリートメント・洗い流す・流さないトリートメント・スカルプローション）で 100 週以上連続1 位 (2012 年2 月～2012 年6 月 P&G 調べ)

キャンペーン用 キービジュアル撮影風景
【本件に
本件に関するお問
するお問い合わせ先
わせ先】
ご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください
【報道関係】（株）プラップジャパン 鈴木・笹山
電話: 03-4580-9101 FAX: 03-4580-9127
E-mail: pg-haircare@ml.prap.co.jp
【お客様】 P&G お客様相談室
電話: 0120-021327
「パンテーン ウェブサイト」http://panten.jp/
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撮影を
撮影を終えて
＜寺川綾さん
寺川綾さん＞
さん＞
パンテーンのビューティーアンバサダーに選ばれたときは、正直すごくびっくりもしましたが、
パンテーンは先輩が合宿のときに使われていたものをお借りしてから香りが気に入っていて本当に
ずっと普段から使わせていただいている商品だったので、とってもうれしく思っています。水泳って、
毎日努力をしないと絶対結果にはあらわれない競技なのですが、その点では、髪の毛もそうで、放っ
ておいてきれいになるものでもないので、水泳と同じで、きっちりと毎日ケアし続けると、必ずきれ
いになると思って、普段からちゃんとケアしています。
ロンドンオリンピックは、私にとってとっても思い入れのある大会になると思うので、しっかりと
自分自身の目標や夢を達成できるように、毎日自分を信じてトレーニングを積んで本番に挑みます。
パンテーンについて
パンテーンについて
1947 年にヨーロッパで発売。髪にうるおいを与える保湿成分として配合されているプロビタミン
B5 が「パンテノール」とも呼ばれることから「パンテーン」と名付けられたヘアケアのブランドで
す。現在では世界 175 カ国以上で販売され、国ごとにカスタマイズした高い品質は、世界中で愛され、
ヘアケア製品のトップブランドとしてロングセラーを続けています。日本では、ダメージケアの
「エキスパートブランド」として多くの女性たちから支持されています。
「パンテーン」は発売以来、
どんな女性の中にも必ず潜んでいるもっとキレイになりたいという願いを引き出し、美しく変身する
手助けをすることを使命として、
製品の研究開発を続けてきました。
髪を日に日に健康に導くことで、
その先にあるほんとうのキレイを確実に現実のものとし、女性たちがより自信を深め、幸せになれる
よう、一緒に取り組みたいと考えています。このキャンペーンを通じて、ひとりでも多くの女性に
「諦めずに頑張り続けることの素晴らしさ」を感じていただき「パンテーン」は『あなたが輝く日の
ために』存在する、ということを知っていただくきっかけになればと考えております。
（http://www.pantene.jp/）
P&G とオリンピックについて
P&G は、2010 年 7 月、国際オリンピック委員会（IOC）と「TOP（The Olympic Partner）プログ
ラム」の契約を締結しました。このパートナーシップは、スポーツを通じてよりよい世界を構築する
というオリンピックの精神と、世界中の人々の暮らしをよりよくしていくという P&G の企業理念が合
致して実現したものです。2020 年までの 10 年間、オリンピックそのものへの支援に加えて、世界共
通のテーマ「ママの公式スポンサー（Proud sponsor of Mom）
」のもと、オリンピック出場選手とそ
のママを支援するキャンペーンを全世界で展開していきます。日本においても、オリンピック、また
オリンピック選手とそのママたちを通じ、日本中のママと家族を応援するさまざまな活動を行ってい
きます。
P&G について
P&G は、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界の約 44 億人の人々の暮らしに触れ、
よりよいものにしています。日本では、衣類用洗剤「アリエール」
「ボールド」
、柔軟仕上げ剤「レノ
ア」
、エアケア製品「ファブリーズ」
、台所用洗剤「ジョイ」をはじめとして、紙おむつの「パンパー
ス」
、生理用品「ウィスパー」
、ヘアケアブランド「パンテーン」
、
「h&s」
、
「ウエラ」
、シェーバー「ジ
レット」
「ブラウン」
、電動歯ブラシ「ブラウン オーラル B」
、ペットフード「アイムス」など、様々
な製品を提供しています。
（http://jp.pg.com/）
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＜参考資料＞
参考資料＞

＜CM 概要＞
概要＞
タイトル：
「信じた分だけ願いに届く」篇 (30 秒)
放映開始：7 月 1 日(日) 日本全国で放映
展開：
勝てない日々が続いても「水泳をやめようと思わなかった」という寺川綾さん。常に、前向きに自
分が最も輝く日を信じて重ねた努力の姿を、
シンガーソングライター井手綾香さんが書き下ろした
寺川さん応援ソングにのせて、スナップと映像で振り返ります。思うように結果が出せず落ち込ん
だり、ただひたすら練習に打ち込む姿や、一番輝く日に近づいた瞬間の表情などを紹介し、諦めず
に自分を信じて頑張り続けてきた競泳選手としての寺川さんの軌跡を綴っています。
頑張る女性を応援するブランドであるパンテーンは本 CM を通して、“夢や憧れに向かって努力し
続けるよう”そして“信じた分だけ願いに届く”という気持ちが多くの方の湧き上がるきっかけになれば
と願っております。
出演者： 寺川 綾（てらかわ あや）
あや）選手
1984 年 11 月 12 日、大阪府生まれ(27 歳) ミズノスイムチーム所属
パンテーンビューティーアンバサダー
体が弱かったことから、3 歳ころより水泳を始める。大学 2 年生(19 歳)で初め
てオリンピック（'04 アテネ）に出場し、200M 背泳ぎで 8 位入賞を果たすも
その後は思うように記録が伸びず、2008 年北京オリンピック代表を逃す。こ
の年の暮れから北島康介の師でもある平井伯昌コーチ（ロンドン五輪・日本競
泳ヘッドコーチ、東京 SC）に自ら赴き交渉の末、指導を受ける機を得て練習
環境を一新。ここから復活を遂げる。2009 年 2 月開催の競泳短水路の東京都
記録会の50M背泳ぎで短水路アジア新をマーク。
4月の日本選手権では、
100M
背泳ぎで初めて 1 分を切り 7 年ぶり 2 度目の優勝。2011 年 7 月上海で行われた世界水泳で、50M
背泳ぎでは 2 位に入り世界選手権で初のメダルを獲得。そして、2012 年 4 月開催のオリンピック
出場選考会で、日本新記録で優勝しロンドンオリンピックへの代表を決める。
■ 使用曲：
「つばさ」
つばさ」 井手 綾香（
綾香（いで あやか）
あやか）
所属： 株式会社ケイダッシュステージ/ビクターエンタテインメント株式会社
1993 年 7 月 19 日生まれ、18 歳のシンガーソングライター。野生馬が 100 頭
あまり生息する自然豊かな地、宮崎県串間市都井で生まれ育つ。2011 年 3 月
にミニアルバム『Portrait』でデビュー、大きな話題に。
『Portrait』収録曲
「雲の向こう」は数多くの音楽配信サイトにて総合チャート TOP3 を記録する
などロングヒット。2012 年 4 月、パンテーン 2012 年春 TVCM イメージソン
グとして書き下ろした楽曲「ヒカリ」をはじめ全 13 曲を収録した 1st アルバ
ム『atelier』がヒット中。オフィシャル HP www.ideayaka.com
＜井手綾香さんのコメント＞
夢に向かって真剣に頑張り続ける彼女の姿は、とても美しく、輝いています。私は今回、パンテ
ーンの TVCM でご一緒させて頂く寺川綾選手をイメージした楽曲「つばさ」を書き下ろしまし
た。オリンピックで多くの人たちの気持ちを乗せながら、自らの夢を信じ続け、強い心を持ち泳
ぐ…その美しい寺川選手の姿は、ひとりの女性として憧れます。私が知る事のできない、努力や
ご苦労が数多くあると思います。けれど微塵も感じさせないその姿を明るく前向きなメロディー
に、翼を広げ夢に向かって美しく飛び立つ瞬間の彼女への想いとして楽曲に込めました。
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パンテーン 新 CM 「信じた分
じた分だけ願
だけ願いに届
いに届く」篇 ―30 秒―

アテネオリンピック 8 位

2012 年 日本選手権 100m 背泳ぎ
日本新記録で優勝

2012 年 日本選手権 100m 背泳ぎ
日本新記録で優勝

北京オリンピック代表落ち

このまま終わるのか？

ロンドンオリンピック 日本代表選出

輝くチカラに、どきどきしてる。

ミズノスイムチーム所属 寺川 綾

信じた分だけ願いに届く

2012 日本選手権 100m 背泳ぎ
日本新記録で優勝
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