
～ 小粒で生理痛・頭痛によく効く「イブA錠」最新ＴＶＣＭ ～

「教えて！イブＡ先輩！」
香里奈、マツコ・デラックス、マリエが

先輩として教える！
女性の生理痛・頭痛にアドバイス！

エスエス製薬株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：塩野紀子）は、小粒でのみやすく、生理
痛・頭痛によく効く解熱鎮痛薬「イブA錠（ ）」のイメージキャラクターに、香里奈
さん、マツコ・デラックスさん、マリエさんの3名を新たに起用。新TV-CM「教えて！イブA先
輩」篇（15秒）を2011年3月23日（水）から全国でオンエアを開始します。

「教えて！イブA先輩！香里奈（イブプロフェン）」篇
「教えて！イブA先輩！香里奈（頼ってもいいんじゃない）」篇

「教えて！イブA先輩！マツコ（ホントに効く）」篇
「教えて！イブA先輩！マツコ（驚くほど小粒）」篇



「教えて！イブA先輩！マリエ（痛いのガマンしない）」篇

（※名称五十音順）

2011年03月23日
エスエス製薬株式会社

■「イブA錠」について
　イブA錠は小粒でのみやすく、生理痛・頭痛によく効く解熱鎮痛薬（ ）です。体内で痛み・熱のも
とになるプロスタグランジンの生成をイブプロフェンがすばやく抑え、「いま何とかしたい」つらい生理痛・頭
痛に効果を発揮します。イブA錠ユーザーの約7割以上が女性ですが、15～20代の女性が解熱鎮痛薬で改善した
い症状は、頭痛とともに生理痛が非常に高くなっています。（※当社調べ）。
　自分で自分の体のことを考えはじめる若い女性にとって、解熱鎮痛薬は使いやすいことが重要だと考え、イ
ブA錠は剤形にもこだわり、小粒のフィルムコーティング錠になっています。のどに引っかからずのみやすく、
口に入れても苦味がありません。本製品のイメージキャラクターには、若い女性から絶大な人気を誇り、憧れの
人である香里奈さん、マリエさん、女性を中心に人気の高いマツコ・デラックスさんの3名を起用しています。

■新TV−CMについて
おしゃれも遊びも、もちろん勉強や仕事だって、毎日を目いっぱいがんばりたい女性にとって、たびたび起
こってしまう生理痛・頭痛は大敵。しかめっつらで我慢しているなんて嫌だし、我慢している時間だってもった
いない。「みんなどうしているのかな？」「解熱鎮痛薬に頼っていいのかな？でも何を選んだらいいのか
な・・・？」
イブA錠のTV−CMでは、今をイキイキと生きる3人の先輩、香里奈さん、マリエさん、マツコ・デラックスさ
んが、悩める女性達に対して、それぞれの先輩ならではの言葉・価値観でメッセージを送ります。

■CMストーリー
冒頭、「教えて！EVE A先輩！」のロゴから始まり、女の子たちのコールと共に振り返る先輩たち。背景はス
パンコールを散りばめた、キラキラ華やかなステージ。そんなステージの中、憧れの先輩たちが自分の言葉で
メッセージを送ります。

◇ 香里奈さん
「痛いところに届くのは・・・イブプロフェン。」「小粒で効く！」／「頼ってもいいんじゃない？・・・痛い
ときくらい。」「イブプロフェンが効く！」

◇ マツコ・デラックスさん
「ほんっと効くらしいわよ。私が生理痛のことをいうのもなんなんだけど」「小粒サイコー」／「大きいより小
さいほうが、私はいいと思う。驚くほど小粒」「生理痛だけじゃない」

◇ マリエさん
「ガマンしてる時間もったいなくない？」

そして、「イブA錠」の小粒で飲みやすくしっかり効くこともアピール。パッケージをもつ香里奈さん・マリエ



さん、錠剤を持つマツコ・デラックスさん。女の子が携帯しやすい、スマートでコンパクトな解熱鎮痛薬という
印象が伝わってきます。

「教えて！イブA先輩！香里奈（イブプロフェン）」篇 EVEA錠 TV-CM

（女性の声）

教えて！イブA先輩！

香里奈さん
「痛いところに届くのは
・・・イブプロフェン。」

（NA）
生理痛、頭痛に、イブA錠

香里奈さん
「小粒で効く！」

「教えて！イブA先輩！香里奈（頼ってもいいんじゃない）」篇 EVEA錠 TV-CM

（女性の声）

教えて！イブA先輩！



香里奈さん
「頼ってもいいんじゃない？
・・・痛いときくらい。」

（NA）
生理痛、頭痛に、イブA錠

香里奈さん
「イブプロフェンが効く！」

「教えて！イブＡ先輩！マツコ（ホントに効く）」篇 EVEA錠 TV-CM

（女性の声）

教えて！イブA先輩！

マツコさん
「本当に効くらしいわよ。
まぁ。アタシが生理痛のことをいうのも
なんなんだけどね。」

（NA）
生理痛、頭痛に、イブA錠



マツコさん
「小粒サイコー！」

「教えて！イブＡ先輩！マツコ（驚くほど小粒）」篇 EVEA錠 TV-CM

（女性の声）

教えて！イブA先輩！

マツコさん
「大きいより、小さい方が
アタシはいいと思う。
驚くほど小粒！」

（NA）
生理痛、頭痛に、イブA錠

マツコさん
「生理痛、だけじゃない！」



TV

「教えて！イブA先輩！マリエ（痛いのガマンしない）」篇 EVEA錠 TV-CM

（女性の声）

教えて！イブA先輩！

マリエさん
「マリエ、今までガマンしたこととか
一回もないんだよね。
ガマンしてる時間もったいなくない？」

（NA）
生理痛、頭痛に、イブA錠

マリエさん
「小粒で効くよ！」

■出演者プロフィール

◇ 香里奈（かりな）

1984年2月21日生まれ、愛知県出身

ファッション誌「Ray」「GINGER」で、モデルとして絶大な人気を博す一方、女優としてもドラマや映画で主
演を務めるなど多方面で活躍中。

＜主な作品＞

「美咲ナンバーワン！！」（2011）
「フリーター、家を買う。」（2010）
「リアル・クローズ」（2009）
「だいすき！！」（2008）



映画

雑誌

SHOW

TV

映画

著書

TV

雑誌

SHOW

「うさぎドロップ」（2011年8月20日公開予定）
「こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE ～勝鬨橋を封鎖せよ！～」
（2011年夏公開予定）
「あしたのジョー」（2011）
「ラブコメ」（2010）
「THE LAST MESSAGE 海猿」（2010）
「パレード」（2010）

幻冬舎「GINGER」（2009～）
主婦の友社「Ray」（2000～）

「TOKYO GIRLS COLLECTION 2011 S/S」
「TOKYO GIRLS COLLECTION 2010 A/W」
「TOKYO GIRLS COLLECTION 2010 S/S」

◇ マツコ・デラックス

毒舌トークが多方面から絶大な支持を受けている。女装コラムニストとして多数雑誌連載。
TV番組などで活躍中。

＜主な作品＞

「マツコの部屋」
「ホンマでっか！？TV」
「有田とマツコと男と女」
「(株)世界衝撃映像社」
「シルシルミシルさんデー」
「スター☆ドラフト会議」

「明日やること　ゴミ出し　愛想笑い　恋愛。」（2010）

「アタシがマツコ・デラックス！」(2002)

「週刊女装リターンズ『女の業』号」（2005）
「うさぎとマツコの往復書簡」（2010）
「世迷いごと」（2010）
「あまから人生相談」（2011）

◇ マリエ

1987年6月20日生まれ、東京都出身

ViVi専属モデル。モデル・タレントとして雑誌やTV、ファッションショーやイベントに多数出演中。ファッショ
ンブランドのデザインディレクターも務めるなど、多方面で活躍中。

＜主な作品＞

「アッコにおまかせ！」
「奇跡ゲッターブットバース！！！」
「限定品コラボネーゼII」
「プレミアの巣窟」
「スペシャエリア」

ViVi専属モデル
「ViVi」
「中国版ViVi」
「スカパー！TVガイド」

「TOKYO GIRLS COLLECTION 2010 S/S」



その他

ヘアメイク
スタイリスト
ヘアメイク
スタイリスト
ヘアメイク

「KOBE COLLECTION 2010 S/S」
「Girls Award JAPAN 2010 S/S」
「FUKUOKA ASIA COLLECTION 2010 S/S」
「ViVi Night 2010 GIRL'S DREAM PARTY」
「TOKYO GIRLS COLLECTION 2010 A/W」
「Girls Award JAPAN 2010 A/W」
「FUKUOKA ASIA COLLECTION 2010 A/W」

公式ブログ「MY TINY DANCERS」
日・英・中の3カ国語対応ブログ「Fashion Junk Food」

：「教えて！イブA先輩！」 （15秒）
：2011年2～3月
：都内近郊スタジオ
：2011年3月23日（水）
：全国

■CM概要

タイトル撮影
時期撮影場所
放映開始日放
送地域

■制作スタッフ

CD

AD

CW

Pr

PM

演出

撮影

照明

美術
スタイリスト

弦田 英明／菊川 直子
ツチヤ ヒロノブ
金 そよん
藤掛 真里／増田 和彦
栃原 啓孝／堤 麻里子
神谷 佳成
内田 将二
米井 彰文
吉嶺 直樹
香里奈：渡邉 恵子乃
香里奈：SHIO

マツコ・デラックス：中里 智弘
マツコ・デラックス：HISAMITSU TAKAHASHI

マリエ：清水 恵子
マリエ：美舟

関連リンク
イブブランドサイト

http://sblog.gw.tv/marie/
http://yaplog.jp/marie-photo/
https://www.ssp.co.jp/eve/



