平成 26 年 8 月 13 日
＜報道関係各位＞

～アデランスの芸能部門が、質の高い舞台芸術の実現に寄与～

『夫が多すぎて presented by

アデランス

』

（東京公演:10 月 30 日（木）－11 月 17 日（月） 製作：東宝）

大地真央さん、石田純一さん、中村梅雀さんなどキャストの
ウィッグ製作、ヘアメイクプランに技術協力
株式会社アデランス（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長 根本 信男）
は、10 月 30 日（木）から 11 月 17 日（月）に日比谷シアタークリエ（東京都千
代田区）において公演予定のコメディー『夫が多すぎて presented by アデランス』
（製作：東宝）に、協賛およびウィッグ製作技術協力として参加します。大地真央
さん、石田純一さん、中村梅雀さんなどのキャストに対して、ウィッグ製作をはじ
めとするヘアメイク全般のプランニングを、当社の文化芸能部門を担う「スタジオ
AD」が担当しています。
「スタジオ AD」が提供する芸能用ウィッグは 、見た目の美しさや自然さはもち
ろん、登場人物の設定や役柄のイメージなどを考慮し、デザイン性にも優れていま
す。また、装着時の違和感や不快感を与えないように、伸縮性や通気性に優れた素
材をネット部分に使用し、キャストの頭のサイズに合わせてオーダーメイドで一点
一点丁寧に製作されています。さらに、メンテナンスが容易な人工毛髪の採用によ
り、数日から数カ月に及ぶ公演にも対応できる耐久性を実現しています。
アデランスでは、こうした機能性・芸術性に優れた芸能用ウィッグの提供などを
通じて、質の高い舞台芸術の実現に貢献することを使命としています。エンターテ
イ ン メン ト界 で活 躍す る数 多 くの 芸能 人、 文化人 の 方々 にご 満足 いた だけ る よう 、
今後も技術改良を重ねてまいります。

『夫が多すぎ て presented by アデラ ンス』
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■『夫が多す ぎて presented by アデ ランス』「スタジオ AD」技術協力について
『夫が多すぎて presented by アデランス』では、「スタジオ AD」の林みゆき
がヘア メイク のプ ランニ ング を担っ てい ます。 主要キ ャスト のウ ィッグ は、 演出
家・衣 裳プラ ンナ ーによ るイ メージ やデ ザイン 画をも とに、 設定 や役柄 のイ メー
ジなど を考慮 し、 数パタ ーン を用意 しま す。キ ャスト に実際 にウ ィッグ の感 触を
確かめ てもら い、 改良を 重ね つつ、 約一 ヶ月と いう短 期間の 中で 製作し てい きま
す。
＜林みゆき プロフィール＞
美容学校卒業後、サロンワークを経て1992年スタジオAD入社。故・森光子さん
主演作品にはご本人から大きな信頼を得て多数に携わり、東宝製作では『放浪記』
『雪まろげ』等、また、ミュージカル作品では『三銃士』、『モンテクリスト伯』
等にヘアメイクとして参加。舞台作品にとどまらず、スチール撮影や映像作品へ
の参加、美容学校やメイクセミナーの講師などにも活躍の場をひろげています。

■「スタジ オ AD」の芸能用ウィッ グについて
芸能用ウィッ グに不可欠な「デザイン性」「快適な着け心地」「耐久性」を実現
当社の芸能用ウィッグが、多くの現場でご使用いただいているポイントには、
「フィ ット感 」「 軽さ」 「通 気性」 「肌 にやさ しい」 「自然 な生 え際」 等が あげ
られま す。ウ ィッ グの製 作に あたっ ては 、頭の サイズ にベー スを ピッタ リと 合わ
せるこ とがと ても 重要で 、例 えば耳 の位 置が数 ミリず れただ けで も、そ れが 違和
感や痛 みなど の不 快感に つな がりま す。 また、 舞台照 明のも とで は、大 量の 汗を
かくこ とが前 提と なり、 セッ トがく ずれ やすい 人毛で はなく 、人 工毛の 毛材 を使
用する ことで 、メ ンテナ ンス を施し なが ら、数 日から 数カ月 に及 ぶ公演 にも 対応
できる 耐久性 を維 持して いま す。ネ ット も伸縮 性や通 気性を 考慮 しなが ら強 度を
保てる よう、 網目 の大き さま でも計 算さ れてい ます。 これら のこ とが、 キャ スト
の激し い動き やダ ンスに おい ても不 安を 与える ことや 演技の 妨げ になる こと なく
お使いいただけるポイントとなっています。

＜出演者から のコメント＞
主演：大地真 央様（ヴィクトリア役）
「 宝塚 退団後 の東 宝作 品をき っか けに、 長年 アデ ラン スのウ ィッ グを 出演作 品
で使用 させて 頂い ていま す。 ヘアス タイ ルは役 作りに おいて 重要 な要素 のひ とつ
です。いつもイメージ通りの仕上がりで、髪の 1 本 1 本にまでこだわりを持って
作って頂いています。」
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■「スタジ オ AD」について
文化・芸能分 野への貢献を目的とした専 門部門
「スタジオ AD」は、当社の文化芸能部門で、ヘアメイクや特殊メイクなど専
門の技術をもったエキスパートで構成され、現在にいたるまで 30 年にわたり、芸
能用ウィッグの製作やヘアメイク全般のプランニングなどを手がけています。
当社の“芸能用ウィッグ”は、現在までに、日本を代表する舞台芸術の実現に貢
献してまいりました。舞台以外にも、映画やテレビ、コンサートなどエンターテ
インメントの現場において、機能性・芸術性に優れた“芸能用ウィッグ”を数々提
供し、その評判は国内のみならず、海外にも届いています。

■『夫が多す ぎて presented by アデ ランス』～作品につい て
『夫が多すぎて』は、文豪サマセット・モームが約 100 年前（1915 年）に執筆
した戯 曲で、 男女 の生き 様を 痛快に 描く ノンス トップ ・コメ ディ ーです 。日 本最
高のコ メディ エン ヌ大地 真央 さんが 、天 真爛漫 な女性 ・ヴィ クト リアを 演じ るほ
か、ヴ ィクト リア の多す ぎる 夫を石 田純 一さん 、徳井 優さん 、中 村梅雀 さん とい
う個性 的な男 優陣 が演じ ます 。さら にヴ ィクト リアの 母には 、水 野久美 さん と多
士済々の豪華キャストにより上演されるドタバタ喜劇の傑作です。
東京では、10 月 30 日（木）から 11 月 17 日（月）まで日比谷シアタークリエ
にて上演予定です。
演出：板垣恭一 製作：東宝
お問い合わせ： シアタークリエ 03（3591）2400

＜全国公演ス ケジュール＞

2014 年 7 月 31 日 現 在

日程

会場

10月30日（木）～11月17日（月）
11月20日（木）
11月27日（木）
12月1日（月）
12月4日（木）
12月10日（水）～12月11日（木）
12月13日（土）～12月14日（日）
12月16日（火）

東京
熊本
広島
福井
金沢
兵庫
大坂
名古屋

日比谷シアタークリエ
熊本県立劇場 演劇ホール
呉市文化ホール
越前市いまだて芸術館
北國新聞赤羽ホール
兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール
新歌舞伎座
名鉄ホール

＜この件のお問 い合わせ先＞
株式会社アデランス
TEL：03-3350-3268

広報 IR 室

FAX：03-3352-9628

アデランス ホームページ：http://www.aderans.co.jp
フォンテーヌ ホームページ：http://www.fontaine.jp
スタジオ AD

ホームページ： http://www.studio-ad.jp
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