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2021 年 10 月 5 日 

株式会社ハーバー研究所 

 

 

HABA スクワラン「#ふだんのわたし 展」 

岩井俊二、初のスチール写真作品を公開 

高橋愛・村田倫子・高山都の素顔を切り取った Web 写真集 

彼女たちの日常を美しく描くオリジナルムービーも 

岩井「写真というストレートな表現にずっと憧れていた」 

高橋「なんて贅沢な時間。一生の宝物です！」 

豪華美容アイテムが当たるキャンペーンも 
 

株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、2021 年 9 月 24 日（金）より、HABA スクワラン 

特別企画「#ふだんのわたし 展」を WEB 上で開始しました。企画の一環として、2021 年 10 月 4 日（月）より、

HABA オリジナルショートムービー「#ふだんのわたし 展」を、YouTube 及びキャンペーンサイトにて公開しています。 

 

本企画では、女優・モデルとして活躍する高橋愛さん、モデル・タレントとして活躍する村田倫子さん、高山都さんの飾

らない”ふだん”の姿を撮影し、HABA のナチュラルな世界観を表現しています。カメラマンを担当したのは、日本を代表す

る映画監督の一人で、美しい映像表現が魅力である岩井俊二さんです。岩井さんがスチール写真での広告の作品作り

に挑んだのは、今回が初めてです。撮影した写真を使用し、オリジナルショートムービーも制作し、公式 YouTube チャン

ネル「岩井俊二映画祭」や HABA「#ふだんのわたし 展」のキャンペーンサイトにて公開しました。楽曲には岩井俊二の

呼びかけにより結成されたグループ・ikire のボーカル・Chima さんの「しゃしん」を起用。岩井さんが撮影した美しい写真
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の魅力を映像で伝えるとともに、出演者の飾らない日常を美しく描き、HABA のナチュラルな世界観をより強く表現してい

ます。撮影した写真は出演者の Instagram やキャンペーンサイトで公開する他、広告配信も順次スタートしています。 

また、Instagramでは岩井さんが監修したオリジナル ARフィルターが登場中です。フィルターを使用して「ストーリーズ」

もしくは「リール」を投稿すると、抽選で HABA 高品位「スクワラン」などのスキンケアアイテムが当たるキャンペーンも実施し

ています。 

 

「#ふだんのわたし 展」キャンペーンサイト URL：https://www.haba.co.jp/f/a-006001185 

HABA オリジナルショートムービー #ふだんのわたし 展／高橋愛 YouTube URL： 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3N42bcISUE 

HABA オリジナルショートムービー #ふだんのわたし 展／村田倫子 YouTube URL： 

https://www.youtube.com/watch?v=R2hZ1QPKbGE 

HABA オリジナルショートムービー #ふだんのわたし 展／高山都 YouTube URL： 

https://www.youtube.com/watch?v=V9_bZKG2w0U 

 

 

 

HABA 高品位「スクワラン」は、天然由来成分を使用したスクワラン 100％、純度 99.9%の美容オイル。化粧水の

後にたった 1 滴で乳液・クリームの代わりになり、肌が本当に求めている成分だけを補うシンプルさが特長です。 

本企画では、そんな HABA 高品位「スクワラン」の世界観を表現するために、日本を代表する映画監督の一人である

岩井俊二さんとコラボ。個性的な色合いや美しい世界観が魅力的な岩井さんらしい表現で、モデル 3 名の”ふだん”の姿

を切り取っていただきました。 

 

 

 

今回スチール写真の撮影に初挑戦した、岩井俊二さんのコメントを公開いたします。 

 

＜コメント詳細＞ 

今回実は人生で初めてスチール撮影のお仕事を頂きました。写真という物語の後ろ盾のないストレートな表現にずっと憧

れていました。ご一緒した三人の方々と一日を共に過ごしながら、シャッターを切り続けました。僕自身今後の生活に役

立つ興味深いお話を御三方からいろいろ伺えて、貴重な時間となりました。 

 

岩井俊二 

1988 年よりドラマやミュージックビデオ等、多方面の映像世界で活動を続け、その独特な映像

は“岩井美学”と称され注目を浴びる。近作では、2020 年に『ラストレター』、『８日で死んだ

怪獣の１２日の物語』、『チィファの手紙』が日本で公開。2021 年 6 月には新作長編小説

『零の晩夏』(文藝春秋)を上梓。国内外を問わず、映画監督・小説家・音楽家など多彩なジ

ャンルでボーダーレスに活動し続けている。 

 

 

 

■企画背景 

■岩井俊二さん コメント 

https://www.haba.co.jp/f/a-006001185
https://www.youtube.com/watch?v=Y3N42bcISUE
https://www.youtube.com/watch?v=R2hZ1QPKbGE
https://www.youtube.com/watch?v=V9_bZKG2w0U
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岩井さんが撮影したスチール写真をご紹介します。高橋愛さん、村田倫子さん、高山都さんの 1 日に密着し、飾らな

い”ふだん”の姿を写しました。3 名の私生活をそのまま収めたようなナチュラルな写真を通して、肌が本当に求めている成

分だけを補う HABA 高品位「スクワラン」の世界観を表現しています。3 名の素の表情や、岩井さんによるスチール写真

ならではの表現をお楽しみください。写真は、モデル 3 名の Instagram でもご覧いただけます。 

 

＜高橋愛さん＞ 

Instagram 投稿 URL：https://www.instagram.com/p/CUMhmRsBkaS/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜村田倫子さん＞ 

Instagram 投稿 URL：https://www.instagram.com/p/CUMo6uTJ82q/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高山都さん＞ 

Instagram 投稿 URL：https://www.instagram.com/p/CUdwKOtBNl8/ 

■作品について 

https://www.instagram.com/p/CUMhmRsBkaS/
https://www.instagram.com/p/CUMo6uTJ82q/
https://www.instagram.com/p/CUdwKOtBNl8/
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企画の実施に伴い、Instagram 上で参加していただける写真投稿キャンペーンを実施しています。HABA 公式

Instagram アカウント（@haba_jp）をフォローし、岩井さん監修の HABA オリジナル AR フィルターを使用して「スト

ーリーズ」もしくは「リール」を投稿すると、抽選でスキンケアアイテムが当たります。 

 

「#ふだんのわたし 展」キャンペーンサイト URL：https://www.haba.co.jp/f/a-006001185 

ハーバー公式 Instagram アカウント URL：https://www.instagram.com/haba_jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

【キャンペーン詳細】 

応募期間：2021 年 9 月 24 日（金）～10 月 24 日（日）23:59 

 

キャンペーン① Instagram ストーリーズに写真を投稿でスクワランが当たる！ 

賞品・当選人数：高品位「スクワラン」15mL（化粧オイル） 50 名様 

 

キャンペーン② リールに動画を投稿でふだんのあなた引き出すスペシャルケアセットアイテムが

当たる！ 

賞品・当選人数：スペシャルケアセットアイテム 20 名様 

【セット内容】高品位「スクワラン」15mL（化粧オイル） 

ディープモイスチャーローション 120mL 

■Instagram キャンペーンについて 

https://www.haba.co.jp/f/a-006001185
https://www.instagram.com/haba_jp/
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（とろみ保湿化粧水）／北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム 

 

「#ふだんのわたし 展」キャンペーンサイト URL：https://www.haba.co.jp/f/a-006001185 

 

 

 

岩井さんが撮影したスチール写真を使用したオリジナルショートムービーを、岩井さんの公式 YouTube チャンネル「岩

井俊二映画祭」およびキャンペーンサイトにて公開します。音楽は、Chima さんの「しゃしん」を起用し、HABA のナチュラ

ルな世界観をより強く表現しています。 

 

「#ふだんのわたし 展」キャンペーンサイト URL：https://www.haba.co.jp/f/a-006001185 

 

＜HABA オリジナルショートムービー #ふだんのわたし展／高橋愛＞ 

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=Y3N42bcISUE 

 

 

 

 

 

 

＜HABA オリジナルショートムービー #ふだんのわたし展／村田倫子＞ 

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=R2hZ1QPKbGE 

 

 

 

 

 

 

＜HABA オリジナルショートムービー #ふだんのわたし展／高山都＞ 

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=V9_bZKG2w0U 

 

 

 

 

 

 

【楽曲担当者 Chima プロフィール】 

大阪出身、北海道在住のシンガーソングライター。 

幼少期をドイツ・アメリカで過ごす。帰国後に訪れた北海道の空に感動し大阪から移住。 

そこで触れた札幌の音楽シーンに感化され、自らも音楽の道を目指すことに。 

■HABA オリジナルショートムービー「#ふだんのわたし展」について 

https://www.haba.co.jp/f/a-006001185
https://www.haba.co.jp/f/a-006001185
https://www.youtube.com/watch?v=Y3N42bcISUE
https://www.youtube.com/watch?v=R2hZ1QPKbGE
https://www.youtube.com/watch?v=V9_bZKG2w0U
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小さな体にギターを背負い、全国各地を巡ってライブ活動を行っている。 

近年では、TV アニメや TV・ラジオ CM 曲の歌唱、他アーティストへの楽曲提供など、活動は多岐にわたる。 

自身のソロ活動の他、市川和則氏（羊毛とおはな）、岩井俊二氏と「ikire（イキレ）」としても活動中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルとして作品に参加していただいた高橋愛さん、村田倫子さん、高山都さんのコメントを公開いたします。撮影の

感想や裏話、岩井俊二さんとの共演についてなどお話しいただきました。 

 

＜高橋愛さん コメント＞ 

この度岩井俊二監督に、スチールの撮影をしていただきました！ 

初めてご一緒させていただくということで、撮影当日はかなり緊張していたのですが、 

岩井監督のおかげですぐに緊張が解れ、普段の素の私でいられました(^^) 

本気でお買い物をしたり、アイスを食べたり、、本当に楽しかったです！ 

とにかく素の私を引き出してくださいました。振り返ると、なんて贅沢な時間だったのだろう、幸せ者だな！と実感しておりま

す！ 

出来上がりの写真もとても素敵でした。一生の宝物です！！！ 

 

高橋愛 

モーニング娘。第 5 期メンバーとして 10 年間在籍。 

卒業後は、女優として、ミュージカルや舞台・ドラマで活躍。 

現在は多数のファッション誌やビューティー誌にモデルとして多数出演

中。 

こだわりを活かした各ファッションブランドとのコラボアイテムも展開し、自

身初となるプライベートブランド「fukuu(フクウ)」も立ち上げた。 

SNS 総フォロワー数は 429 万人以上！ 

 

＜村田倫子さん コメント＞ 

ふだんの私の日常が、岩井俊二さんのフィルターを通すことによって、色や光に溢れ、私が知らない私の表情が映っていま

した。シーンをつくる撮影ではなく、監督と会話をしながら、自然な情景が紡がれて切り取られた写真達。現場の雰囲気

も和やかで、リラックスして撮影に臨むことができました。 

このような素敵な企画に携わることができて、とても刺激的な時間でした。 

■高橋愛さん、村田倫子さん、高山都さんコメント 
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村田倫子 

ファッション雑誌をはじめ、WEB メディア・ラジオ・広告・ファッションショー

への出演など幅広く活動している。趣味であるカレー屋巡りの WEB

連載「カレーときどき村田倫子」や食べログマガジン連載「呑み屋パト

ロール」では自らコラムの執筆も行ない、ファッションだけにとどまらず、そ

の文才やライフスタイルも注目を集めている。また、商品コラボレーショ

ンも積極的に行なっており、そのセンスを活かして人気商品を多数プ

ロデュースしている。自身のブランド「idem」のディレクターを務める。 

 

＜高山都さん コメント＞ 

自分が 10 代の頃からずーっと作品を見ている岩井俊二さんとご一緒できるなんて…夢のようでした。 

穏やかでとても柔らかな時間が流れる撮影で、とっても楽しかったです。 

なんだか、それが表れている写真たちになっている気がしてます。 

 

高山都 

1982 年生まれ。モデル、女優、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動。趣味は料

理とマラソン。 

「#みやれゴハン」として料理やうつわなどを紹介するインスタグラムが人気。 趣味のマ

ラソンでは、横浜マラソン 2016 を 3 時間 41 分で完走の記録を持っている。 

著書『高山都の美食姿』(双葉社刊)シリーズ 1~4 も好評発売中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品概要】 

スクワランは、天然由来成分を使用したスクワラン 100％、純度 99.9%の美容

オイルです。1983 年の発売以来、多くの方にご愛用いただいていているロングセ

ラー商品であり、売上本数は 2,500 万本を突破（※）。 

化粧水の後にたった 1 滴で乳液・クリームの代わりになり、朝晩 1 滴ずつの使用

で、1 番小さいサイズ(15mL)でも約 3 か月ご使用いただけるコストパフォーマン

スの良さも好評です。 

高純度なので、オイルとは思えないほどサラっとした感触でベタつかず、肌をふっくら

と潤わせます。さらに、紫外線や乾燥によるダメージから肌を守り、乾燥による小

■高品位「スクワラン」について 
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ジワを目立たなくします。（効能評価試験済み）。純度が高く成分が安定している為、酸化・変質しにくく、紫外線に対

して油やけの心配もありません。 

※2004 年 3 月～2020 年 8 月までの出荷本数（15mL は 1 本・30mL は 2 本・60mL は 4 本・120mL は 8

本で換算した場合） 

 

【スクワランとは？】 

スクワランは皮脂にもともと含まれている成分スクワレンを、より安定性が高く酸化されにくくしたもの。皮脂は、汗などの水

分と混じり合い角質層の表面を守る皮脂膜としてうるおいを維持し、乾燥や紫外線ダメージから肌を守っています。しかし、

皮脂は加齢とともに減少。うるおいが不足すると小ジワや乾燥などの肌トラブルの原因になってしまいます。不足する油分

を補って、肌本来のうるおいを守ることが大切です。 

 

＜高品位「スクワラン」公式サイト URL＞ 

https://www.haba.co.jp/f/h-005001002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「HABA」の社名は Health Aid Beauty Aid（美と健康を助ける）の略で、これを実現するために無添加主義®︎を

貫いてきました。 

肌には本来、みずからすこやかに美しくなろうとする力が備わっています。 

だからこそ大切なのは、肌が必要としている分だけやさしさと品質にこだわった成分を与え、その力を引き出すこと。 

これからも安全で高品質の商品をお届けすることによって、多くの方の美と健康を応援していきます。 

無添加主義®︎ 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加です 

 

＜株式会社ハーバー研究所 公式サイト URL＞ 

https://www.haba.co.jp/ 

 

  

■株式会社ハーバー研究所について 

<ＳＮＳ公式アカウントで情報発信中

 ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-82-8080  

URL：www.haba.co.jp/ 

商品に関してのお問い合わせ先 

https://www.haba.co.jp/f/h-005001002
https://www.haba.co.jp/
http://www.haba.co.jp/

