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斎藤工さんファイテン「エアロクレイドル」CM キャラクターに就任！  

ムーディーでラグジュアリーなピンクゴールドの世界で癒やされる 

新 CM『心地いい眠りへ』篇、『眠りを語る』篇 

7 月 2 日（火）より WEB 上で公開！ 
インタビュー映像も公開！斎藤工さんにとっての「良い睡眠」とは？ 

さらに、斎藤工さんに会える『睡眠ラボ』イベント開催決定！100 名様をご招待！ 
 

スポーツ・健康・美容商品を製造販売するファイテン株式会社（所在地：京都市中京区、代表取締役：平田好宏、以下

ファイテン）は、この度、ご自身も愛用中のマットレス「星のやすらぎ エアロクレイドル」の CM キャラクターとして、俳優/フ

ィルムメーカーの斎藤工さんを起用しました。またプロモーションの一環として、斎藤工さん出演の新 WEBCM『心地いい

眠りへ』篇、『眠りを語る』篇を、2019 年 7 月 2 日（火）より、ファイテン公式サイトで公開します。 

 

斎藤工さん「エアロクレイドル」特設サイト URL：https://www.phiten.com/saitoh-takumi-aerocradle/ 
  「エアロクレイドル」は、上質なポリエチレンに独自技術アクアゴールドシリカを配合した素材「アクアゴールドファイバ

ー」によって作られた世界で唯一※のマットレスです。この度、以前からファイテン商品を愛用いただいており、また、俳優

という枠を超え多岐に渡って活動を続けるからこそご自身の体のメンテナンスにも大変気を使っている斎藤工さんを、

「エアロクレイドル」の CM キャラクターとして起用することが決定しました。斎藤工さんは撮影などの本番に向けてより良

いコンディションで迎えることを大切にされていますが、そのスタンバイスペースである自宅などで、「エアロクレイドル」で

眠ることの重要性を実感していただいております。ファイテンは斎藤工さんを、寝具（エアロクレイドル）を通してサポート

してまいります。 

この度公開する新 CM では、「アクアゴールドファイバー」のそのままの色味であるピンクゴールドで満ちたムーディー

でラグジュアリーな世界の中で、斎藤工さんがくつろぎ、リラックスする様子を表現しています。“純金に包まれる”ことで

睡眠時間を贅沢にランクアップさせる「エアロクレイドル」の使用体験を、斎藤工さんの穏やかな表情や落ち着いた仕草

からご覧ください。また CM 中のセットは、ベッドだけでなくソファやテーブルまで実際にマットレスで使われている「アクア

ゴールドファイバー」を使って制作しています。さらに、同時公開のインタビュー映像では、「人生の 1/2 くらいが睡眠なん

じゃないかというくらい睡眠欲が強い」と話す斎藤工さんから、体のメンテナンスに関する考え方や睡眠の大切さをお伺

いしました。 

またこの度、7 月 1 日（月）～9 月 30 日（月）の期間中、斎藤工さんも使用している「星のやすらぎ エアロクレイドル」も

しくは「星のやすらぎ エアロクレイドルⅡ」をご購入いただいたお客様限定で斎藤工さんに会える『睡眠ラボ』への招待券

などが当たる「ファイテン エアロクレイドルプレミアムキャンペーン」を実施いたします。また、ご購入者様全員に「エアロ

クレイドル マルチシート」をプレゼントいたします。                          ※「アクアゴールドファイバー」を配合した 

https://www.phiten.com/saitoh-takumi-aerocradle/


 
■CM 概要 

タイトル   ： 『心地いい眠りへ』篇（30 秒）、『眠りを語る』篇（30 秒） 

公開日   ：  2019 年 7 月 2 日（火） 

斎藤工さん「エアロクレイドル」特設サイト：https://www.phiten.com/saitoh-takumi-aerocradle/ 

 

■ファイテン「エアロクレイドル」 『心地いい眠りへ』 篇、『眠りを語る』篇 CM 撮影エピソード 

ファイテン愛用者の斎藤工さん。「人生の 1/2 が睡眠ってくらい睡眠欲が強い」という斎藤工さんの睡眠論とは？ 

以前からファイテン商品を愛用していたという俳優/フィルムメーカーという斎藤工さん。俳優としての枠を超え、多岐に渡

って活動を続ける斎藤工さんが大事にしているのは、撮影などの本番をより良いコンディションで迎えること。その為のス

タンバイスペースである自宅などで、エアロクレイドルで眠ることの重要性を実感しておられます。インタビュー映像では、

「人生の 1/2 くらいが睡眠なんじゃないかというくらい睡眠欲が強い」と話す斎藤工さんから、体のメンテナンスに関する

考え方や睡眠の大切さをお伺いしました。 

 

オフィシャル映像 URL：https://youtu.be/yhfjIdDXCv0 

 

■斎藤工さんスペシャルインタビュー 

Q 撮影セットはソファやテーブルまでエアロクレイドルと同じアクアゴール

ドファイバーでできていましたが、撮影の雰囲気はいかがでしたか？ 

まず、ムーディーでラグジュアリーだなと感じました。ピンクゴールドが純

金をふんだんに溶かしたときの自然な色味だということには驚きましたが、

たしかに不自然さがなかったです。ファイテンはアスリートのサポートとか

アクティブな時間で使用するイメージでしたが、この寝具ではプライベート

な時間・空間を重要視しているんだと感じました。睡眠と純金というプライ

ベートタイムを贅沢にする組み合わせが、ストレスから開放してくれそうで

す。 

 

Q エアロクレイドルを実際に使ってみて気に入った点はどこですか？ 

弾力性と通気性ですね。本人の体重に対して一番ベストな反発をしてくれ

る素材なので、沈み具合が心地良いです。自分は寝汗が多い方ですし、

寝ているときの湿度とかも不快感に繋がるので、通気性が良いとそれらを

軽減してくれます。 

 

Q 日頃睡眠はしっかりとれていますか？ 

日によってバラバラですね。深夜・明け方まで撮影しているときもあります

し、早く帰れるときもあります。しっかり睡眠がとれた翌日と睡眠不足の翌

日とでは、パフォーマンスのクオリティは全然違いますね。 

https://www.phiten.com/saitoh-takumi-aerocradle/


 
Q 斎藤工さんにとっての良い睡眠とはどのようなものですか？ 

あっという間に睡眠時間が過ぎ去るような朝を迎えると、疲れが解消して

いることが多いです。「気付いたら朝」みたいなときは、昼間ちゃんと活動

しているから身体が睡眠を欲している。このときのほうが健康的な気がし

ます。 

Q 睡眠のウェイトは高いですか？ 

自分は人生の 1/2 くらいが睡眠なんじゃないかというくらい睡眠欲が強いので、大事にしたいですね。帰宅後に携帯をフ

ル充電するような感じで、睡眠は身体の充電時間のようなイメージがあって。睡眠をしっかりとることがすべてに繋がると

思います。 

 

■CM ストーリーボード 

『心地いい眠りへ』篇（30 秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶妙な弾力とピンクのアクアゴールド素材で 

純金に包まれて眠る喜びをあなたに この一枚で心地良い眠りへ 

リラックスに包まれる 

1 2 

3 4 

僕の眠りを支えるのはエアロクレイドル ファイテン 

5 6 



 
『眠りを語る』篇（30 秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

睡眠をしっかり取るということが、 

やっぱり、全てに繋がる 

優れた通気性だったり 体が一番いい状態に 

自分の体重に対して一番、 

ベストな反発をしてくれる素材なんですよね 

1 2 

3 4 

横になったときにしてくれる 

5 6 

とても贅沢な気持ちで就寝という時間に 

自分をいざなえる 

7 8 

僕の眠りを支えるのはエアロクレイドル 

ファイテン 

「純金の証」がこの色なんだと 



 
■プロフィール 

斎藤 工 （さいとう  たくみ） 

生年月日 ： 1981 年 8 月 22 日 

出身地  ： 東京都 

身長  ： 184cm 

血液型    ： A 型 

星座     ： しし座 

趣味・特技  ： 旅、合気道、サッカー 

 

≪略歴・最新情報≫ 

1981 年生まれ、東京都出身。 

パリコレ等モデル活動を経て 2001 年に俳優デビュー。主な出演作に映画『明日泣く』（主演）、『愛と誠』、『虎影』（主演）

(15)、『無伴奏』『団地』(16)、『昼顔』(17)、『去年の冬、きみと別れ』『のみとり侍』(18)、日仏シンガポール合作『家族のレシ

ピ』（主演）、日露合作『ソローキンの見た桜』、『麻雀放浪記 2020』（主演）、『Dinner ダイナー』、『MANRIKI』（企画、プロ

デュース、主演）(19)などがある。 

大河ドラマ『いだてん』（NHK）出演中。秋には、主演ドラマ『臨床犯罪学者 火村英生の推理』（NTV）が放送。 

齊藤工名義で FILM MAKER としても活躍し、初長編監督作『blank13』(18)では国内外の映画祭で 8 冠を獲得。 

エリック・クー監督がショーランナーを務める HBO ASIA のオムニバスホラードラマ「FOLKLORE」の一編『TATAMI』を監

督し、同企画第二弾「FOODLORE」でも引き続き日本の代表監督として『Life in a box』で参加。日本のコンプライアンスを

テーマにした映像作品『COMPLY+-ANCE』を製作するなど意欲的に映像制作に携わっている。 

演劇ユニット"女々"舞台「どぶ恋１０」にて・ビジュアル撮影・舞台脚本にて参加。 

白黒写真家として「Figaro japan」で連載中。被災地をはじめ劇場体験が難しい地域の子供たちに映画を届ける移動映画

館「cinēma bird」を主催するなど活動は多岐にわたる。 

 

 

〈ファイテン エアロクレイドルプレミアムキャンペーン詳細〉 

 

■抽選で当たる 斎藤工さんに会える！『睡眠ラボ』に 100 名様ご招待！ 

キャンペーン期間 

2019 年 7 月 1 日（月）～2019 年 9 月 30 日（月） 

※応募受付期間は、2019 年 7 月 1 日（月）～2019 年 10 月 7 日（月）23：59 まで 

対象商品 

星のやすらぎ エアロクレイドル（シングル/セミダブル/ダブル） 

星のやすらぎ エアロクレイドルⅡ（シングル/セミダブル/ダブル） 

賞品・当選者数 

賞品：斎藤工さんに会える！「睡眠ラボ」ご招待券／当選者数：100 名 

※ペアではございません。※イベント当日は入場時にご本人確認をさせていただきます。 

＜日時／会場＞11 月 17 日（日）13：00～14：00／東京都内某所 

※会場の詳細については当選者のみお知らせします。 

参加特典として当日参加者には斎藤工さんマフラータオルプレゼント。 

 



 
【W チャンス】 

賞品：ハンドタオル／当選者数：300 名様 

※「睡眠ラボ」ご招待券にはずれた場合のみ抽選対象となります。 

 

応募方法 

1.対象店舗にてキャンペーン期間中に、対象商品を購入。 

2.斎藤工さん「エアロクレイドル」特設サイトより応募ページにアクセス！  

3.対象商品に貼付されている応募券裏面の「シリアルナンバー」を入力。 

4.応募フォームに必要事項を入力して、応募完了。 

※賞品がお手元に届くまでに、数日要するため、応募締切り間近の場合応募できなくなる可能性があります。 

抽選方法 

厳正なる抽選のうえ、賞品の発送をもって、発表と代えさせていただきます。 

※当選結果に関するお問い合わせにはお応えいたしかねますので、予めご了承ください。 

賞品発送 

賞品発送は 2019 年 10 月中旬～下旬頃を予定しております。 

※諸事情により、賞品の発送が遅れる場合もございます。 

 

■必ずもらえる 今ならもれなくエアロクレイドルマルチシートをプレゼント！ 

 

キャンペーン期間 

2019 年 7 月 1 日（月）～2019 年 9 月 30 日（月） 

対象商品 

星のやすらぎ エアロクレイドル（シングル/セミダブル/ダブル） 

星のやすらぎ エアロクレイドルⅡ（シングル/セミダブル/ダブル） 

商品 

対象商品ご購入者様全員に高濃度アクアゴールド配合 エアロクレイドルマルチシートをプレゼントいたします。 

※期間中でもなくなり次第終了となります。 

 

■キャンペーン対象店舗 

・ファイテンショップ 

・ファイテンオフィシャルストア（公式通販サイト） 

・ファイテン楽天市場店 

・ファイテンスポーツ楽天市場店 

・ファイテン Yahoo!ショップ 

・アマゾン（Amazon） 

・はるやま（一部店舗対象外） 

・小田急百貨店 

・東武百貨店 

その他の対象店舗は斎藤工さん「エアロクレイドル」特設サイトをご確認ください。 

 

 



 
「星のやすらぎ エアロクレイドル」商品概要 

 

（左：星のやすらぎ エアロクレイドル 右：星のやすらぎ エアロクレイドルⅡ） 

星のやすらぎ エアロクレイドル 

 

サイズ 

シングル：幅 約 98cm×長さ 約 196cm×厚さ 約 3cm（中材：2.5cm） 

セミダブル：幅 約 121cm×長さ 約 196cm×厚さ 約 3cm（中材：2.5cm） 

ダブル：幅 約 141cm×長さ 約 196cm×厚さ 約 3cm（中材：2.5cm） 

 

素材 

表生地：ポリエステル 100% 

裏生地：ポリエステル 100% 

中材：ポリエチレン（立体網状構造） 

 

価格 

シングル：45,000 円＋税 

セミダブル：55,000 円＋税 

ダブル：65,000 円＋税 

 

星のやすらぎ エアロクレイドルⅡ 

サイズ シングル：幅 約 98cm×長さ 約 196cm×厚さ 約 3cm（中材：2.5cm） 

セミダブル：幅 約 121cm×長さ 約 196cm×厚さ 約 3cm（中材：2.5cm） 

ダブル：幅 約 141cm×長さ 約 196cm×厚さ 約 3cm（中材：2.5cm） 

素材 表生地：パイル糸 綿 100%、地糸 ポリエステル 100% 

裏生地：ポリエステル 100% 

中材：ポリエチレン（立体網状構造） 

価格 シングル：45,000 円＋税 

セミダブル：55,000 円＋税 

ダブル：65,000 円＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
①素材には上質なポリエチレンに独自技術アクアゴールドシリカを 

配合した「アクアゴールドファイバー」を使用 

 

エアロクレイドルの素材である「アクアゴールドファイバー」には、古来よ

り美容や漢方薬などにも使用されてきた「金」を採用。独自技術である

「アクアゴールドシリカ」を上質なポリエチレンにしっかり配合しています。

美しいピンク色は金が配合されている証です。 

 

 

②上質なポリエチレンを採用 

 

ポリエチレンは食品の容器などにも使われる安全な素材です。アクアゴ

ールドファイバーに採用しているポリエチレンは質の高いものです。粘り、

しなり、絡みがよく、また伸縮性にも非常に優れており、睡眠中の身体を

サポートする抜群のクッション性を実現します。 

 

 

③全方向マルチスプリングで抜群のクッション性 

 

「立体網状構造」により、縦方向の反発だけでなく、前、後ろ、横、斜め、

いかなる角度で接していても、接している面に対して反発。耐圧分散性

に優れ、寝返りを徹底サポートします。 

 

 

④中材は、丸洗い、アルコール消毒が可能 

 

ポリエチレン素材だから、お風呂場等で丸洗いが可能でいつも清潔。さ

らに、アルコール消毒も可能なので、お子様のいる家庭でもお手入れが

便利です。また空気層が多いため、洗っても数時間で乾きます。 

 

 

⑤抜群の通気性 

 

ほとんどが空気層のため、通気性が抜群。湿気が溜まりにくく、ダニやカ

ビが好む環境を作りません。また、夏は涼しく、冬は暖かいのが特徴で

す。 

 

 

 

 

 



 
■ファイテン株式会社 

1983 年の創業以来、「すべては健康を支えるために」を企業理念とし、数多くのボディケア商品を製造販売してきました。

オンリーワンの技術開発に注力し、金属をナノレベルで水中に分散させることに成功。世界各国で 100 以上の特許を取

得しております。その高い技術力を駆使したボディケア商品は国内のみならず世界でも高い評価を受けています。 

 

■会社概要 

本社：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町 678 番地 

代表者：代表取締役 平田好宏 

設立：1983 年 10 月 4 日 

資本金：3,000 万円 

Tel：075-229-7575 

Fax：075-229-7509 

企業サイト URL：https://www.phiten.com/ 

事業内容：医薬部外品・医療機器・化粧品・ヘアケア商品の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の

製造・販売、不動産事業 

 

資料１ ショールーム紹介 

エアロクレイドルを体感できるショールームがファイテンショップ京都烏丸店（京都府京都市）とファイテンショップ汐留シ

オサイト店（東京都港区）に新設されます。 

ショールームではエアロクレイドルの試し寝や手触りなどを通じてサイズ感や寝心地を体感していただけます。 

 

ファイテンショップ京都烏丸店 

住所：〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町 678 番地 四谷学院京都ビル 1 階 

電話番号：075-254-3580 

営業時間：（平日）11：00～20：00、（土日祝）10：00～20：00 

店休日：年末年始・第 3 水曜日 

※定休日は変更されることがあります。詳しくはお店までお問い合わせください。 

ショップ URL：https://www.phiten.com/shop/kyoto-karasuma/ 

 

ファイテンショップ汐留シオサイト店 

住所：〒105-0021 東京都港区東新橋 1-5-25 地先 地下店舗 B1F 

電話番号：03-6280-6577 

営業時間：（平日）11:00～21:00、（土日祝）11:00～20:00 

店休日：12/31、1/1、1/2  

※定休日は変更されることがあります。詳しくはお店までお問い合わせください。 

ショップ URL：https://www.phiten.com/shop/shiodome-siosite/ 

 

 

 

 

＜報道関係者お問い合わせ先＞ 

ファイテン PR事務局（イニシャル内）担当：安間、川崎 

TEL：03-5572-7361 MAIL:phiten@vectorinc.co.jp 

https://www.phiten.com/shop/kyoto-karasuma/
https://www.phiten.com/shop/shiodome-siosite/

