
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、2020 年 2 月 20 日(木)から 2

月 22 日(土)まで、国立代々木競技場 第一体育館で開催される、『rooms（ルームス）40』に出展します。 

この『rooms』とは、国内外合計 550 ものブランドやアート作品などが集まる、日本最大級の“クリエイティブの

祭典”です。会場内は、「DESIGN（デザイン）」「 IDEA（思考）」「CULTURE（文化）」「ETHICAL（エシカル）」

「TECHNOLOGY（テクノロジー）」「SOUL&BODY（心身）」のテーマ別に分かれ、創造性あふれるアイテムや作品と

出会うことができます。 

注目度ナンバーワンの「エシカル」エリアでブース出展 

「エシカル (ethical)」とは、地球や社会に配慮した選択をする行為を意味し、近年、各産業において重視され

ています。『rooms』では、クリエイションによって社会に貢献することを目指してこのエリアが設けられており、今

回は「エシカル」な衣食住にまつわるブランドが過去最大級に集まり、さまざまなアイデアをご紹介します。 

株式会社サン・スマイルからは、英国ヴィーガン協会の厳格な認証基準を満たす植物由来成分から生まれた

ヘアケアライン『VIJECT（ヴィジェクト）』をはじめ、オーストラリア発の大人気プロテインフード『PURABON(ピュラ

ボン)』、栄養とボディラインに気を配る健康志向の女性から支持される『CAFÉ DE PROTEIN（カフェ デ プロテ

イン）』、水を一滴も使わずにリンゴのエキスを濃縮して作り上げた美容液 『リンゴト。マルチセラムⅠ』

を、すべて限定特別価格で販売予定です。 
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■『ROOMS 40』 サン・スマイル 販売予定商品ラインナップ 
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 『リンゴト。マルチセラムⅠ』 

水を一滴も加えず、ビタミンやミネラルを豊富に含む 

「リンゴ果実水」75％、セラミドなど各種美容成分を配合

したピュアな美容液。スキンケアアイテムとしても、オー

ルインワンとしても使用可能。ダメージを防ぎ、肌の状

態を美しく整えていきます。 

 

『PURABON PROTEIN BALLS (ピュラボンプロテイ

ンボールズ)』 ヴィーガン先進国オーストラリアで、

健康査定認証（ヘルススターレーティング）四つ星を

取得済の高品質な栄養補助食品。グルテン・乳製

品・遺伝子組み換え原料・保存料は不使用。ナッツ

とドライフルーツでできた、ヘルシーフードです。 

 

『CAFÉ DE PROTEIN （カフェ デ プロテイン）』 

ミルクと大豆から抽出した良質なタンパク質をはじ

め、乳酸菌、濃縮黒酢＆もろみ末、米麹、エンザミ

ン酵素をブレンドした、プロテインドリンクです。女

性に人気の２種のカフェフレーバーで、美味しく栄

養摂取できます。 
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『VIJECT(ヴィジェクト) VG シャンプー&トリートメント』 

植物美容学に着目し、動物由来成分を一切使用せず、 

英国ヴィーガン協会から認証された 23 種もの植物由 

来成分から作り上げた、話題のヴィーガンヘアケア。 



「エシカル」なモノとコトを体験できる共同ブース 

今回の『ROOMS 40』にて、私たちサン・スマイルは、ヨガアイテムを中心とするブランド『Style Boat 

Market』が提唱するコンセプト、“WE HUB & WE HAVE”に共鳴した複数の企業と共にブースを出展し

ます。ここで用いている “WE HUB”とは、以下の考え方の頭文字を採ったものです。 

 

【W】world wide：この活動を世界中にシェアしていく 

【E】eco-friendly： 地球に優しい「モノ」づくり、未来を守る「モノ」づくり 

【H】holistic health：心と肉体と精神の健康を目的とした、メディテーションプログラムの企画・運営  

【U】unconventional：型にはまらない「モノ」「コト」「ヒト」づくり 

【B】boost up：「モノ」「活動」「組織」の価値を高めて、押し上げていけるコミュニティ 

 

当日は、より良い「モノ」を ここ（HUB）に集め（HAVE）、新しい「コト」にして発信するコミュニティであ

る、「WE HUB by StyleBoatMarket」として、エシカル志向、健康志向のライフスタイルのアイデア、

数々のアイテムを皆さまへ体感していただけるブースをご用意しています。 

 

■「エシカル」ブース内 サン・スマイル共同出展企業 

株式会社丸一 『Style Boat Market』 ——ヨガウェアとヨガマット、ワンマイルウェアを販売   

URL: http://www.styleboatmarket.com 

 

株式会社丸一 『JM1』 ——Up cycle ボディの MADE IN JAPAN の T シャツを展開    

URL: http://jm1.jp 

 

夢木香株式会社 ——世界初のフレームレス透明ドーム内でのメディテーション体験    

URL: https://earthdome.net/auradome/ 

 

株式会社グッドスミス ——環境にやさしい紙ストローの展開    

URL: http://www.goodsmith.jp/index.html 

 

株式会社 アズ ——MADE IN JAPAN のオーガニックステテコを販売    

URL: http://www.steteco.com/ 

 

株式会社グッドブレイン ——VR でのメディテーション体験    

URL: https://goodbrain.jp/ 

 

株式会社ＡＭＳ ——「インタラクティブサイネージ」の提案    

URL: https://www.amsinc.co.jp 
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松尾産業株式会社 『about her』  ——観葉植物とフラワー雑貨販売    

URL: https://www.about-her.jp/ 

 

株式会社ファッションクロスフルシマ ——メディテーション事業を展開 

URL: http://f-furushima.com/ 

 

株式会社 forme.  ——姿勢補正バンドの体験と販売 

URL: http://forme-tokyo.com/product/ 

 

有限会社バーリー  ——ALL JAPAN 企画として、ゴジラ×JM1 でのコラボ T シャツを販売   

URL: https://burly.co.jp/ 

 

▼メディテーション体験 講師 

Hiko Konami   https://instagram.com/hikokonami?r=nametag 

「サウンドバスメディテーション」 クリスタルボウルから奏でられる心地よいサウンドに身をゆだねなが

らメディテーション（瞑想）を行い、深いリラクゼーションへと導くヒーリング法。  “音の沐浴”とも称され

るその音色は、ストレス軽減や疲労回復、集中力アップに効果的がある。  

 

Mana Ogawa  http://manaandco.com/ 

「ゴングメディテーション」 ただ横たわってその音に心身を委ねるだけで、私たちを深い瞑想状態に導

き、脳に伝わった音は、左脳の働きを沈め、右脳の働きを活性化。また Gong の音が脳波をベータ派か

らα派、シータ波、デルタ派に移行させていくことで、脳を深いリラックスした状態に導き、短時間でも脳

や体の疲労回復、自律神経を整える効果がある。 

 

■『rooms 40』 開催概要 

・主催：アッシュ・ペー・フランス株式会社／rooms 事業部 

・会期：2020 年 2 月 20 日（木）〜22 日（土） (※2 月 20 日はビジネス関係者のみ入場可能) 

・開場時間：10:00～18:00 

 

・イベント内容：商談会、物販、ワークショップ、アート展、飲食等 

・来場方法：事前登録が必要 

・来場予約ページ：https://www.roomsroom.com/to-visit  

・出展ブランド数：約 500 

・来場動員予定数：約 2 万 5,000 人 

 

・会場：国立代々木競技場 第一体育館 （東京都渋谷区神南 2-1-1） 

・アクセス：JR 山手線原宿駅、東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅から徒歩 5 分 
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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 

ケアなどの化粧品や美容雑貨、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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