
 
プレスリリース 

報道関係者各位 

2014 年 8 月 1 日 

サンスター株式会社 
jp.sunstar.com 

FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社 
tv.foxjapan.com 

 サンスター株式会社（本社：大阪府高槻市、代表取締役社長：吉岡貴司）と海外ドラマ・エンターテイメント専門チャン

ネルＦＯＸ（運営：ＦＯＸインターナショナル･チャンネルズ株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役：西川高幹）は、

2014 年 7 月 1 日より実施中のＶＯ５×ＦＯＸ「Spray＆Shine！キャンペーン」※１の一環として、2014 年 8 月 1 日～31 日

の 1 ヶ月間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催される「Red Brick Resort 2014」とタイアップいたします。タイアップ

期間中のメインイベントとして、2014 年 8 月 9 日には“ＶＯ５×ＦＯＸ 「Spray＆Shine！On Stage！」”と題したスペシャ

ル・ヘア＆ファッションショーを、「Red Brick Resort 2014」内特設ステージにて実施いたします。 

 

■8/9（土） 1day イベントを開催 

・SHIMA スタイリスト 奈良裕也×2003 年ミス・ユニバース・ジャパン宮崎京のスペシャルステージ！ 

2014 年 8 月 9 日（土）16：00 より開始する“ＶＯ５×ＦＯＸ 「Spray＆Shine！On Stage！」”は、ヘアショーとファッショ

ンショーの 2 部構成になっております。ヘアショーは、あのレディー・ガガのヘアメイクを担当した経験もある SHIMA のス

タイリスト奈良裕也が大人気モデルのエリーローズをゲストモデルに、ＶＯ５アドバンスドヘアスプレイ＜エクストラハー

ド＞ＵＶプロテクト※２を使った、この夏の最新ヘアをライブパフォーマンスでご紹介いたします。また、ファッションショー

は、2003 年ミス・ユニバース・ジャパンである宮崎京がプロデュース。「ON＆OFF スタイル」をテーマに、SHIMA スタイリ

スト奈良裕也が監修した最新ヘアと SeeByChloé のコレクションを身にまとい、本格ショーモデルたちが圧巻のウォー

キングを披露いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「Spray＆Shine！ヘアアレンジ体験ブース」をオープン！ 

2014 年 8 月 9 日（土）の 11：00～16：00、17：00～18：00 には、横浜赤レンガ倉庫 1 号館 1 階にて、ヘアスタイルを

キープしながらＵＶブロックができる新製品ＶＯ５アドバンスドヘアスプレイ＜エクストラハード＞ＵＶプロテクト※２を使っ

た「Spray＆Shine！ヘアアレンジ体験ブース」を展開いたします。プロのヘアスタイリストによるヘアアレンジを、無料で

ご体験いただけます。 

 

 

 

 

＜イベントに関するお問合せ先＞ 

「Spray＆Shine！キャンペーン事務局」 担当：湯川（㈱ヴィジョン・エイ） 

TEL：03-3402-5574   FAX：03-3402-5452    MAIL : mina@vision-a.com 

 

SHIMA スタイリスト奈良裕也と 2003 年ミス・ユニバース・ジャパン宮崎京がつくる、スペシャルステージ！ 

ＶＯ５×ＦＯＸ スペシャル・ヘア＆ファッションショーを実施 
日程： 2014 年 8 月 9 日(土) 16:00～   

場所： 横浜赤レンガ倉庫イベント広場 Red Brick Resort 2014 

mailto:mina@vision-a.com


 

Red Brick Resort 2014 イベント概要 
■イベント名： Red Brick Resort 2014 

（http://www.yokohama-akarenga.jp/event/index） 

■場所： 横浜赤レンガ倉庫イベント広場 

■期間： 2014 年 8 月 1 日（金）～8 月 31 日（日） （荒天の場合は休業の場合あり） 

■時間： 11：00～23：00 

■入場料： 無料（飲食代は別途） 

 

Spray＆Shine！キャンペーン in Red Brick Resort 2014 

【基本施策】 

■期間： 2014 年 8 月 1 日（金）～8 月 31 日（日） 

■サンシャインガールを演出できる撮影パネルの設置： 

・・・ 期間中の土・日には、「Spray＆Shine！撮影パネル」の前で写真を撮影し 

キャンペーンに投稿してくださった方にオリジナルサングラスをプレゼント。   

※配布時間：13：00～18：00   ※サングラスは無くなり次第、終了いたします。 

■オリジナルドリンクの販売： 

・・・ 会場内のバーでは、「Spray＆Shine！オリジナルドリンク」を販売いたします。 

本ドリンクをご購入いただいた方には、 

「ＶＯ５アドバンスドヘアスプレイ＜エクストラハード＞ＵＶプロテクト 20ｇ（試供品）」をもれなくプレゼント。 

 

【1day イベント ： スペシャル・ヘア＆ファッションショー概要】 

■イベント名： ＶＯ５×ＦＯＸ 「Spray＆Shine！On Stage！」 

■場所： 横浜赤レンガ倉庫イベント広場 「Red Brick Resort 2014」 特設ステージ 

■期間： 2014 年 8 月 9 日（土） 

■時間： 16：00～17：00 

■出演者： ヘアショースタイリスト  奈良裕也 

ファッションショープロデュース 宮崎京 

MC    神山まりあ 

ヘアショーモデル   エリーローズ 

ファッションショーモデル  城あずさ、重松郁美、立野リカ 

■内容： 

2014 年の最新トレンドを取り入れたヘアアレンジと、それに合うファッションを、2 人のスペシャリストがそれぞれプロデ

ュースした、ヘア＆ファッションショー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大人気モデル 
エリーローズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリス人の母と日本人の父の間に生まれ、

英語と日本語を話す。ViVi の他、NYLON 

JAPAN、VOGUE JAPAN など様々な雑誌に出

演中。DJ 活動も人気を呼び、日本各地のみな

らず、台湾、L.A.など海外のイベントにも出演。 

SHIMA スタイリスト 
奈良裕也 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIMA HARAJUKU アートディレクター、クリエ

イティブスタイリスト。サロンワークを中心に、

レディー・ガガをはじめ国内外のファッションア

イコンのヘアメイクも手がけるなど、客層は幅

広い。また彼自身、ファッションリーダーとして

注目される存在でもある。 

2003 年ミス・ユニバース・ジャパン 
宮崎京 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学時代より福岡でモデルとして活動したのち

上京。2003 年のミス・ユニバース日本大会に

出場し、見事「2003 ミス・ユニバース・ジャパ

ン」に選出された。同年 7 月、パナマの首都・

パナマシティで開催されたミス・ユニバース世

界大会では日本人として 15 年ぶりの入賞（5

位）という快挙を成し遂げた。 

http://www.yokohama-akarenga.jp/event/index


 

【1day イベント ： Spray＆Shine！ヘアアレンジ体験ブース概要】 
■期間： 2014 年 8 月 9 日（土） 

■時間： 11：00～16：00、17：00～18：00 

■場所： 横浜赤レンガ倉庫 1 号館 1 階 

■概要： 

一般のご来場者様向けに、プロのヘアスタイリストによるヘアアレンジ体験ブースを設置。 

ヘアスタイルをキープしながら UV ブロックもできるＶＯ５アドバンスドヘアスプレイ＜エクストラハード＞ＵＶプロテクト※２

を使ったヘアアレンジを、無料でご体験いただけます。 

 

 

 

  



 
＜ご参考＞ 

※１ ＶＯ５×ＦＯＸ 「Spray＆Shine！キャンペーン」について 
■キャンペーン概要： 

「太陽の下で輝くヘアスタイル」をテーマに、Instagram または Twitter を使用して写真を応募いただく、ヘアスタイル・フ

ォトコンテスト。 

ハリウッド女優たちのヘアドレッシングから生まれたＶＯ５と、アメリカの最強エンターテイメントを放送している FOX がコ

ラボレーションをし、オシャレに敏感な元気な女子の夏を盛り上げます。ＶＯ５は、紫外線をブロックしながらヘアスタイ

ルをキープする「ＶＯ５アドバンスドヘアスプレイ〈エクストラハード〉ＵＶプロテクト」※２を新発売し、ファッション・美容・ヘ

アスタイルに敏感なサンシャインガールに、自信の持てるヘアスタイルを提案します。FOX は、最新大人気海外ドラマ

や『アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル』※３といった女性たちが美を競うオーディション番組などを日本の視聴者にお届け

しています。 

 

■キャンペーンサイト： http://sprayshine.jp 

 

■実施期間： 2014 年 7 月 1 日（火）10 時 ～ 9 月 1 日（月）24 時 

 

■賞品／当選者数： 

＜Spray＆Shine！賞＞ ＶＯ５×ＦＯＸ スペシャルリムジン女子会  10 組 50 名様 

           （プロのヘアスタイリストによるヘアアレンジ付） 

 ※9 月下旬以降、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡で実施予定 

 

        

 

 

※イメージ 

 

※女子会のご招待は 9 月下旬以降の開催を予定しておりますが、日時についてはご希望に沿えない場合がありますので予めご了承ください。 

※現地までの交通費及び宿泊費は含まれておりません。 

※写真はイメージです。車両やデザインは変更になる場合があります。 

※企画の主旨より、応募は女性に限らせていただきます。 

※未成年者が当選された場合、ご参加には保護者の同意が必要となります。 

※事前に承諾いただいた方に限り、当日の模様を取材し、後日ＶＯ５ブランドサイト等に掲載させていただく場合があります。 

 

＜さらに！応募者の中から抽選でプレゼント＞ 

〈A 賞〉 憧れのハリウッド女優気分を味わえる 

ＶＯ５オリジナル Spray＆Shine！ミラー（ＬＥＤライト付き）  100 名様 

 

〈B 賞〉 あなたをサンシャインガールにしてくれる 

ＶＯ５アドバンスドヘアスプレイ＜エクストラハード＞ＵＶプロテクト(無香料)160g  100 名様 

 

※希望賞品の選択はできませんので予めご了承ください。 

※A 賞の仕様は変更になる場合がありますので予めご了承ください。 

 

■応募方法： 

①Instagram または Twitter で「＠SprayShine」をフォローしてください。 

http://sprayshine.jp/


 
※受賞及び当選案内は InstagramまたはTwitterのダイレクトメッセージにて行いますので、どちらかの本コンテスト用公式アカウント（＠SprayShine）

を必ずフォローしてください。また、当選発表までフォローは外さないようお願いいたします。 

 

②あなたの『太陽の下で輝くヘアスタイル』を撮影し、Instagram または Twitter でハッシュタグ 

 「#スプレイシャイン」をつけて投稿してください。 

※ 投稿された作品は本キャンペーンサイトに自動的に掲載されます。サイトに掲載時には Instagramまたは Twitterのユーザー名で表示されます。 

※ 投稿の共有範囲を公開設定にしてください。 

 

■審査員： 

2003 年ミス・ユニバース・ジャパン宮崎京、SHIMA スタイリスト奈良裕也、及び、サンスター関係者、ＦＯＸ関係者 
 

■審査基準： 

・ サンシャインガールとしての輝きが表現されていること 

・ 工夫が見られるヘアアレンジであること 

以上の項目を中心に、総合的に審査いたします。尚、投稿の際のコメントも審査の対象となります。 

 

■優秀作品・当選発表： 

＜Spray＆Shine！賞＞ 2014 年 9 月中旬予定 
 

＜Ａ賞・Ｂ賞＞ キャンペーンに応募された方の中から厳正な抽選を行い、ご当選者への当選案内または賞品の発送

をもって発表に代えさせていただきます。 
 

■Spray＆Shine！キャンペーンに関するお問い合せ 

ＶＯ５×ＦＯＸ Spray＆Shine！キャンペーン事務局 

TEL：0120－433－439  受付時間：平日 10:00～17:00（土曜・日曜・祝日を除く） 

 

 

※２ ＶＯ５アドバンスドヘアスプレイ＜エクストラハード＞ＵＶプロテクト（無香料） 〈新発売〉 

ヘアスタイルをキープしながら UV ブロックもできるヘアスプレイ 

【商品特長】 

① サンスター独自のセット成分で髪表面をコートすることにより、 

雨や風の日もヘアスタイルをしっかり長時間キープします。 

② ＵＶプロテクト成分をセット成分と共に髪表面にしっかりコートさせることにより、 

紫外線から髪を守り、キューティクルのはがれなどダメージを防ぎ、美しい髪を保ちます。 

③ 毛髪保護成分として、海藻エッセンス*1 とラベンダーエッセンス*2 を配合。 

*1 海藻エッセンス：タンパク質との親和性が高く、毛髪のキューティクル保護効果があります。 

*2 ラベンダーエッセンス：ラベンダーから得られる精油です。毛髪を乾燥から守ります。 

④ べたつかず、白くなりません。 

 

 

◇ 仕上がり感で選べる ＶＯ５スーパーキープヘアスプレイシリーズ 
 

エクストラハード（無香料、微香性）、ハード（無香料）、 

ゆるふわセット（無香料）の 3 タイプの仕上がり感で展開。 

美しいヘアスタイルを長時間キープします。 

全アイテムに毛髪のキューティクル保護効果のある海藻エッセンス、 

毛髪を乾燥から守りケアする効果のあるラベンダーエッセンスを配合していま

す。 

 



 
 

※３ 『アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル』 シーズン 20 
FOX チャンネルにて 9 月 21 日(日)日本初放送スタート！毎週日曜 21:00～放送 

元スーパーモデルのタイラ・バンクスプロデュース。 

一流モデルを目指してモデルの卵たちが競うオーディション番組。アメ

リカ各地から集まった美男美女たちが共同生活をしながら、ウォーキン

グやフォトシュートなど様々な課題に挑み、熱い戦いを繰り広げる。 

©2013 The CW Television Network LLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＶＯ５は、1966 年の日本上陸以来、プロフェッショナルに愛される確かな品質が支持されるヘアスタイリングシ
リーズとして、日本のヘアケア・ヒストリーを支え続けています。 
また、日本限定のＶＯ５公式 Facebook ページでは、ＶＯ５を使った旬のヘアアレンジや、広告・キャンペーン
情報などを発信しています。  

ＶＯ５ブランドサイト  http://www.professionalchoice.jp 

ＶＯ５公式 Facebook ページ  http://www.facebook.com/vo5.jp 

 
 
 
ＦＯＸは全米のゴールデンタイムで放送中の大人気ドラマやリアリティー番組などをお届けするエンターテイメ
ント専門チャンネルです。5 年連続米年間ドラマ視聴率第 1 位*の『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』、話題のサバ
イバル・パニック・ドラマ『ウォーキング・デッド』、大人気オーディション番組『アメリカン・アイドル』、『アメリカ
ズ・ネクスト・トップ・モデル』などを放送しています。ＦＯＸはスカパー！、ケーブルTV、IPTVなどでご覧頂けま
す。 *2009～2010 / 2010～2011 / 2011～2012 / 2012～2013 / 2013～2014 米ニールセン TV 視聴率調査 

 
  ＦＯＸ公式サイト   http://tv.foxjapan.com 
  ＦＯＸ公式 Facebook ページ http://facebook.com/foxtvjapan 

 

 

 
＜本リリースに関するお問い合せ先＞ 

ＶＯ５について： サンスター株式会社 広報部（東京） TEL03-5441-1423  FAX03-5441-8774 
     広報部（大阪） TEL072-682-6212  FAX072-682-7917 

ＦＯＸについて： ＦＯＸインターナショナル・チャンネルズ株式会社 マーケティング部 PR foxtvpr@fox.com 

＜イベントに関するお問合せ先＞ 

「Spray＆Shine！キャンペーン事務局」 担当：湯川（㈱ヴィジョン・エイ） 

TEL：03-3402-5574   FAX：03-3402-5452    MAIL : mina@vision-a.com 

 

http://www.professionalchoice.jp/
http://www.facebook.com/vo5.jp
http://tv.foxjapan.com/
http://facebook.com/foxtvjapan
mailto:foxtvpr@fox.com
mailto:mina@vision-a.com

