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広瀬すずさんの“ねらい撃ち”シリーズ 第３弾

コンタックの“頂点”「新コンタックかぜ EX」の新 CM が
10 月 1 日（月）から全国でオンエア
20 歳になった広瀬すずさんが「バキュン」と“ねらい撃ち”
英国系製薬企業グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社（社長：シッド・シ
ン、本社：東京都港区）は、「コンタック」のかぜシリーズで唯一イブプロフェンを配合したハイエンド製品で、の
どの痛み、発熱にピンポイントに効果を発揮する「新コンタックかぜ EX」の新 CM に、引き続き女優の広瀬す
ずさんを起用し、10 月 1 日(月)から全国でオンエアを開始いたします。

＜CM の概要＞
新 CM は、かぜのつらい症状にピンポイントで効く「新コンタックかぜ EX」の特長を、広瀬すずさんの“ねら
い撃ち”ポーズで表現したシリーズの第三弾です。20 歳になった広瀬すずさんが女性スパイを彷彿とさせる黒
を基調とした大人っぽい演出と「バキュン」というポーズを新たに加えた“ねらい撃ち”は、コンタックの“頂点”
（※）
である「新コンタックかぜ EX」の効果感をさらに強く表現しています。
（※）コンタックかぜシリーズで唯一イブプロフェンを配合した処方です。

のどに効く

熱に効く

手強い風邪に、“ねらい撃ち”

バキュン

イブプロフェンで“ねらい撃ち”

コンタックの頂点、EX。バキューン。

＜CM の見どころ＞
第一弾（2016 年）のクールで爽やかな表情や第二弾（2017 年）のサンバのリズムに合わせた軽快でかわ
いらしい 10 代の広瀬すずさんの“ねらい撃ち”とは一変し、アップテンポな音楽を背景に 20 歳の大人らしさを
感じさせる凛々しく力強い“ねらい撃ち”に挑戦しています。
「新コンタックかぜ EX」CM 歴代“ねらい撃ち”シリーズの変遷

第一弾（2016 年）

第二弾（2017 年）

第三弾（2018 年）
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＜WEB サイト特典－メイキング映像＞
コンタック公式サイト（http://contac.jp/）では、新 CM と CM のメイキング映像を公開しています。「新コンタッ
クかぜ EX」の効果感を表現するための新ポーズ「バキュン」を習得するために、何度も練習を繰り返す広瀬す
ずさんの CM 撮影の様子を、インタビューとともにご覧いただけます。

【広瀬すずさんインタビュー】（メイキング映像に収録）
Ｑ. 撮影を終えた感想を教えてください
今年 20 歳（ハタチ）になるので、今までとはぜんぜん違う雰囲気でした。衣装も真っ黒で強さがあるので、「新
コンタックかぜ EX」の効果感を表現出来るような完成になったのではないかと思います。
今年も風邪の季節がやってきます。「うがい、手洗い、コンタック」で、風邪の季節、本当に気を付けて頑張って
乗り越えてください。私も気をつけます。
「バキュン、ねらい撃ち。」（ここで広瀬さんの“バキュン”ポーズ）

■広瀬すずさん出演の TVCM、メイキング映像はこちら （10 月 1 日（月）から公開）
コンタック公式サイト http://contac.jp/
（“ねらい撃ち”シリーズ「第一弾」と「第二弾」もご覧いただけます）
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【広瀬すずさんプロフィール】
広瀬すず （ひろせ・すず）
2012 年に集英社「ミスセブンティーン 2012」に選ばれる。その後女優として活躍。
■TV ドラマ：「幽かな彼女」(CX)、「TAKE FIVE」(TBS)、ビター・ブラッド(CX)、「お
やじの背中」(TBS)、「東京にオリンピックを呼んだ男」(CX)、「学校のカイダン」主
演(NTV)、「anone」(NTV)、NHK 連続テレビ小説「なつぞら」（2019 年春スタート）
■映画：「謝罪の王様」（監督：水田伸生）、「クローズ EXPLODE」（監督：豊田利
晃）、「海街 diary」（監督：是枝裕和）、「バケモノの子」（監督：細田守）、「ちはや
ふる（二部作）」（監督：小泉徳宏）主演、「四月は君の嘘」（監督：新城毅彦）主
演、「怒り」（監督：李相日）、「チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全国制覇し
ちゃったホントの話～」（監督：河合勇人）主演
「打ち上げ花火下から見るか？横から見るか？」（監督：新房昭之）主演、「先
生！」（監督：三木孝浩）、「ちはやふる－結び」、「ラプラスの魔女」、「SUNNY 強
い気持ち・強い愛」
■その他：第 40 回日本アカデミー賞優秀主演女優賞（2017）、優秀助演女優
賞、第 41 回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞（2018）

【声優キャスト プロフィール】
笑福亭笑瓶 （しょうふくてい・しょうへい）
昭和 55 年大阪芸大芸術学部文芸学科卒業後、笑福亭鶴瓶に師事し 付人としてタ
レント修行。 修行中に、MBS「突然ガバチョ！」「ヤングタウン土曜日」でレギュラー
を得ると、関西での人気はゆるぎないものとなった。
その後、 昭和 62 年、東京に拠点を移し、NTV「鶴ちゃんのぷっつん 5」のウィッキー
さん役、CX「ものまね王座決定戦」のサリーちゃんのよしこちゃんのものまねで中・
高校生の絶大な人気を得る。
現在、TBS「噂の！東京マガジン」、 YTV「大阪ほんわかテレビ」でレギュラーを務
めるなど幅広く活躍中。

【Mr.CONTAC プロフィール】
誕生日：1966 年 2 月 28 日
身長：測ったことない
体重：量ったことない
スリーサイズ：B=W=H（完璧なズンドウ）
趣味：ビリヤード、オルガンの弾き語り
性格：こてこての関西人
モットー：スピーチは短く、効き目は長く。
口癖：「治った？」
好きな歌：かかったかな♪と思ったら♪
在住：大阪市
将来の夢：会社社長

■「コンタック」のブランドキャラクター「Mr.CONTAC」
Mr.CONTAC は、「コンタック」のブランドキャラクターです。製品特徴であるカプセルを模した顔と、ユーモア
のある動きが人気のキャラクターで、コンタックのブランドシンボルとして、TVCM や製品パッケージにも登
場し、欠かせない存在となっています。
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「コンタック」 製品ラインナップ
【製品名】
新コンタックかぜ EX

第②類医薬品

【効能】
かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、
悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【成分】
4 カプセル（成人 1 日量）中に次の成分を含んでいます。
成分名
含量
作用
熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをし
イブプロフェン
400mg
ずめます。
無水カフェイン
75mg
かぜによる疲労感やだるさをやわらげます。
ヨウ化イソプロパミド
5mg
鼻みずの過剰な分泌を抑えます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
3.5mg
鼻みず、鼻づまり、くしゃみをやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸
せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。(麻薬ではありま
48mg
塩水和物
せんから習慣性がありません。)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩
60mg
せきを抑え、呼吸を楽にします。
添加物: D-マンニトール、セルロース、カルメロース Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色 5 号、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合
体、タルク、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、二酸化ケイ素、ゼラチン、ラウリル硫酸 Na、トウモ
ロコシデンプン

【用法・用量】
下記の 1 回量を朝夕食後なるべく 30 分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。
年齢
1 回量
1 日服用回数
成人(15 歳以上)
2 カプセル
2 回(朝・夕)
15 歳未満の小児
服用しないこと
＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守してください。

【包装・価格】
包装
メーカー希望小売価格

10 カプセル(2.5 日分)
1,650 円（1,782 円 税込）

20 カプセル(5 日分)
2,200 円（2,376 円 税込）

* この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい｡アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談下さい。
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【製品名】
新コンタックかぜ総合

第②類医薬品

【効 能】
かぜの諸症状(発熱、のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、たん、くしゃみ、
悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【成 分】
4 カプセル(成人 1 日量)中に次の成分を含んでいます。
成分名
含量
作用
アセトアミノフェン
900mg 熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
無水カフェイン
75mg
かぜによる頭痛をやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸
せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。(麻薬ではありま
48mg
塩水和物
せんから習慣性がありません。)
気管支のけいれんをしずめてせきを抑え、気管支をひろげ
dl-メチルエフェドリン塩酸塩
40mg
て呼吸を楽にします。
ブロムヘキシン塩酸塩
8mg
せきの原因となるたんを出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
3.5mg
鼻みず、鼻づまり、くしゃみをやわらげます。
添加物: 無水ケイ酸、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、アミノアルキルメタクリレートコポリマーRS、ステアリルアルコー
ル、ソルビタン脂肪酸エステル、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Mg、黄色 5 号、酸化チタン、ラウリル硫酸 Na、ゼラチン

【用法・用量】
下記の 1 回量を朝夕食後なるべく 30 分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。
年齢
1 回量
1 日服用回数
成人(15 歳以上)
2 カプセル
2 回(朝・夕)
7 歳以上 15 歳未満
1 カプセル
2 回(朝・夕)
7 歳未満
服用しないこと
＜用法・用量に関連する注意＞
・小児（7～14 歳）に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【包装・価格】
包装
メーカー希望小売価格

12 カプセル(3 日分)
1,650 円（1,782 円 税込）

24 カプセル(6 日分)
2,200 円（2,376 円 税込）

* この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい｡アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談下さい。
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【製品名】
新コンタックせき止めダブル持続性

第 2 類医薬品

【効能】
せき、たん

【成分】
2 カプセル（成人 1 日量）中に次の成分を含んでいます。
成分名
含量
作用
デキストロメトルファン臭化水素酸
せき中枢を抑えてせきをしずめます。(麻薬ではありません
60mg
塩水和物
から習慣性がありません。)
収縮した気管支を拡張し、せきをしずめ、たんを出しやすくし
ジプロフィリン
200mg
ます。
添加物: ゼラチン、タルク、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸 Na、エチルセルロース、オクチルデシルトリグリ
セリド、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、白糖、マクロゴール、無水ケイ酸

【用法・用量】
下記の 1 回量を朝夕食後なるべく 30 分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。
年齢
1 回量
1 日服用回数
成人(15 歳以上)
1 カプセル
2 回(朝・夕)
15 歳未満の小児
服用しないこと
＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守してください。

【包装・価格】
包装
メーカー希望小売価格

12 カプセル(6 日分)
1,580 円（1,706 円 税込）

24 カプセル(12 日分)
2,280 円（2,462 円 税込）

・新コンタックかぜ EX

発 売 元： グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
製造販売元： 佐藤薬品工業株式会社
・新コンタックかぜ総合
製造販売元： グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
・新コンタックせき止めダブル持続性
製造販売元： グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
販売先：

全国の薬局・薬店など

製品サイト：

http://contac.jp/
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