
 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社サン・スマイル（本社：東京都港区/代表取締役社長 田中徳也）は、2019年 10月 10日(木)に、20

種類のアミノ酸系成分を配合した『５LANC（ファイブランク）ヴェールバリア アミノマスク』を新発売しました。 

季節や気温の変化で肌がゆらぐ方向けの『うるおいウォータージェルタイプ』と、乾燥によって刺激を感じやす

くなる方向けの『しっとりミルキージェルタイプ』、2 種類のラインナップです。洗顔後に１枚使うだけで、化粧水・

乳液・美容液・クリーム、４ステップのスキンケアが完了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20代～40代女性の約 6割が、 “一時的な敏感肌”※2 

20 代～40 代の女性へご自身の肌の状態について尋ねたとこ

ろ、「たまに敏感である」と答えた方が 58%、つまり、「一時的な敏

感肌」と認識している女性が、全体の約6割を占めていることが分

かりました。 

そこで、サン・スマイルは、「一時的な肌のゆらぎを、いま何とか

したい」そんな女性たちの思いに応えるべく、肌のうるおいのカギ

となるアミノ酸系成分を 20 種類も配合した、新しいシートマスクを

開発しました。季節によって肌がゆらぐ方、乾燥によって敏感にな

る肌の方、それぞれに合った２タイプから選べます。  

 ※1：自社調べ(2019年 11月 13日時点)  

※2：自社インターネット調査、20代～40代女性 600名対象 
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敏感肌向けシートマスク最多※1アミノ酸系成分 20種類配合 

一時的な敏感肌のための 

『５LANC(ファイブランク) ヴェールバリア アミノマスク』 
2019年 10月 10日新発売 
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●“敏感な肌状態” とは： 

肌の角質層は、天然保湿因子（ＮＭＦ）を内包する角質細胞、セラミドを主成分とする細胞間脂質、水分などで

構成されています。天然保湿因子（ＮＭＦ）は水分を抱え込む重要な役割を持っており、その約半分は「アミノ酸」

でできています。 

すこやかな肌は、内側の水分と各細胞がしっかりと保たれ、バリア機能が正常に働いています。一方で、肌の保

水力が低下して乾燥した状態では、ターンオーバーが乱れるだけでなく、バリア機能も弱まってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品特長】 

●“敏感肌向けシートマスク最多” 20種類のアミノ酸系成分を配合： 

『５LANC(ファイブランク) ヴェールバリア アミノマスク』は、保湿成分として 20種類ものアミノ酸系成分を配合し

ました。一時的に敏感になった顔全体にシートマスクでアプローチし、肌にうるおいを与えます。 

 

●1枚で、化粧水からクリームまでの 4ステップが完了： 

化粧水・乳液・美容液・クリーム、4 ステップのスキンケアがたった１枚で完了する、肌にやさしい設計です。洗顔

後に各アイテムを何度も塗らずに済むため、肌の摩擦負担が軽減されます。 

 

●摩擦の少ない、高密着シートを採用： 

水分を含むとやわらかく密着するシートを採用したことで、一般的なシートマスクよりも肌あたりがソフトで摩擦が

少なく、時間が経ってもはがれにくくなっています。 
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普通肌向けのシート 
(当社従来品) 

 

『ヴェールバリア アミノマスク』 
時間が経っても密着しています 

 
貼り付け後 10分経過 

角質細胞：内側にある天然保湿因子（ＮＭＦ）は、 
約半分が 「アミノ酸」でできています 
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【各タイプの商品特長】 
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●８つのフリーポリシー： 

「香料・着色料・鉱物油・シリコン・アルコール・パラペン・紫外線吸収剤・タルク」は、使用していません。 

 

『うるおいウォータージェル』 季節によって肌がゆらぎ、毛穴も気になる方へ 

●保湿＆毛穴ケア： 

季節の変化で肌が敏感になりやすいだけでなく、毛穴も気になる方には、 

『うるおいウォータージェル』タイプがオススメです。プルンとしたジェル状の 

美容液が、肌を保湿しながら、毛穴もケアします。 

「アーチチョークエキス」、「ハマメリスエキス」、「チャ葉エキス」を配合※３。 

                                                  ※3： 整肌成分 

 

『しっとりミルキージェル』 乾燥で刺激を感じやすく、ハリも気になる方へ 

●保湿＆ハリ： 

乾燥によって肌に刺激を感じやすくなるほか、ハリや弾力も気になる方には、 

『しっとりミルキージェル』タイプがオススメです。とろみのある濃密な美容液が 

肌の奥※４までしっとりとうるおします。 

「カッコンエキス」、「アロエエキス」、「クロレラエキス」を配合※5しています。 

                                      ※4： 角質層まで   ※5： 保湿成分 

 

【使用方法】 

① 洗顔後に顔の水分を拭ってから、シートを顔全体に密着させてください。 

② 5～10 分後に、マスクを剥がしてスキンケアは完了です。顔に残った美容液は、やさしく肌になじませてくだ

さい。袋に余った美容液は、首元や手足のケアにもたっぷり使用できます。 
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『しっとりミルキージェル』 
美容液 

『うるおいウォータージェル』 
美容液 ＊エイジング：年齢に応じたケア 
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【商品概要】  

【商品概要】 

ブランド名：  ５LANC （ファイブランク） 

商品名：     『ヴェールバリア アミノマスク うるおいウォータージェル』 

                (画像上段  左：1枚入り 右：4枚入りボックス) 

『ヴェールバリア アミノマスク しっとりミルキージェル』 

(画像下段  左：1枚入り 右：4枚入りボックス) 

 

発売日：    2019年 10月 10日(木)   

価格：       1枚入り 各 280円（税抜）  

4枚入りボックス 各 1,000円(税抜)     

内容量：     1枚入 25ｍｌ 

4枚入りボックス (１枚入り 25ml×４)  

取扱店舗：   全国のドラッグストアを中心に、量販店、バラエティショップ、 

ならびに、サン・スマイル オンラインショップ『サンスマルシェ』 にて販売 https://sunsmarche.jp/  

 

 

［おすすめ関連商品］  メイクの上からも日中保湿 『TIME MOIST(タイムモイスト)』 

目元用美容液 『デイタイムアイローラー』 顔用美容液 『ミルキーバリアミスト』 
 

現代女性は、朝と夜のスキンケアの間に、日中平均約 15時間※6もメイクをしたまま過ごしています。さらに、冬は室

内外の寒暖差や暖房などで、肌はさらに乾燥して不安定な状態になります。日中の肌の乾燥対策として、メイクの上

からも使える保湿アイテム 『TIME MOIST(タイムモイスト)』 シリーズはいかがでしょうか。 

 

皮膚が薄く、特に乾燥しがちな目元をケアする『デイタイムアイローラー』と、

顔全体に瞬時にうるおいを与える、『ミルキーバリアミスト』、 2つのアイテム

をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

※6：自社調査：全国 25～39歳の有職女性 600名  
平日、朝と夜の各スキンケアの間の平均時間 
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『TIME MOIST（タイムモイスト） デイタイムアイローラー』 

目元にさっとひと塗りで、しっとりうるおい＆リフレッシュ。 

 

メイクの上からも伸ばしやすい、サラっとした感触の

美容液が、肌にすばやくなじみます。 

ローラー型のため、目元をコロコロとリフレッシュでき

るほか、ほうれい線や首元にも美容液を伸ばして保

湿できます。 

 

 

 

『TIME MOIST（タイムモイスト） ミルキーバリアミスト』  

クリーミーなミストが広がって、うるおい実感。 

 

乾燥が気になるときに、メイクの上からシュッと吹き

かけるだけでしっとり保湿。 

ベースメイクのもちを高める「皮脂崩れ防止成分」

を配合しており、メイクの仕上げや化粧直しの時に

も使えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品概要】  

ブランド名：   TIMEMOIST（タイムモイスト） 

商品名：      『デイタイムアイローラー』 （左） 

          『ミルキーバリアミスト』 （右）   

発売日：     2019年 9月 20日(金)    

価格：        各 1,600円（税抜）     

容量：        デイタイムアイローラー 13g 

          ミルキーバリアミスト 80ｍｌ 

取扱店舗:     全国のバラエティショップを中心に、ドラッグストア、量販店で販売中 

サン・スマイル オンラインショップ『サンスマルシェ』でもご購入可能 https://sunsmarche.jp/  
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株式会社サン・スマイル 

1997年創業。個包装でいつでもフレッシュなまま、１枚で 

スキンケアできるシートマスクのロングセラー『Pure Smile 

(ピュアスマイル)』や、日本で唯一の“くちびる専用パック” 

をはじめとする、数々のリップケアアイテムを展開する 

『CHOOSY(チューシー)』などスキンケア、ボディケア、ヘア 

ケアを中心に化粧品や美容雑貨、栄養補助食品等、幅広 

い商品を独自に企画・開発しています。 

 

また、卸売やオンラインでの小売、輸出といった流通を包括 

的に行いながら、広く海外にまで商品をお届けしています。 

 

■社名        株式会社サン・スマイル 

■代表者      代表取締役社長 田中徳也 

■本社所在地    東京都港区六本木 3-5-27 山田ビル 3F 

■創業        1997年 5月 

■資本金      9000万円 

■事業内容    自社商品の企画・開発ならびに販売、化粧品や雑貨、食品、衣料品等の 

卸販売、輸出、海外ブランドのバッグや小物等の輸入販売など  

 

 

【このニュースリリース ならびに サン・スマイルに関するお問合せ先】 

   

                           株式会社サン・スマイル 

                  PR担当：市来（いちき）、神保（じんぼ） 

                            電話： 03‐3505-4430 

                        E-Mail： pr@sunsmile-inc.net 
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