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この度、ピルボックスジャパン株式会社（本社：東京都港区北青山、代表取締役：栖原 徹）では、メイクアッ

プ発想のシートマスク、『レブロン スペシャルメイクアップベースマスク』を 2022 年 7 月 22 日（金）より全

国のバラエティショップおよび、ピルボックス直販ストアにて先行発売をスタートいたしました。順次、全国

ドラッグストアでも展開してまいります。 

本商品は、REVLON 社とのブランドライセンス契約により、ピルボックスジャパン株式会社が企画・販売を行

う商品となります。 

 

少しずつ以前の生活に戻りつつある今、おでかけする機会が増え、好きなメイクを思い切り楽しみたい！とい

う気持ちが高まってきています。暑い夏でもくずれないお肌をキープするには、メイク前のベース作りはマス

ト！そこで私たちは、翌日のメイクが 1 日中映えるよう、”ロングラスティング*なお肌” をつくりあげることを

レブロンから、メイクアップ発想のスキンケアアイテムが新登場！ 

“ロングラスティング*処方”のシートマスクで、1 日中くずれない*肌へ。 

『レブロン スペシャルメイクアップベースマスク』、 

2022 年 7 月 22 日より発売開始いたしました！ 
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目指しました。メイク映えに必要なエッセンスをひとつひとつ選び抜き、美容液 1 本分の美容液として贅沢に

含ませたシートマスクが完成しました。 

 

■レブロンについて 

レブロン(REVLON)は、アメリカ発のコスメブランド。ネイル エナメルをはじめ、リップやアイ、フェイス用

のコスメアイテムを展開しています。「女性の夢とあこがれを商品にする」という、創立者チャールズ・レブ

ソンの企業理念が生き続け、1932 年以来、多くの女性に支持されつづけています。「自分らしく、より創造的

に、楽しくカラーを選び、メイクによって自分を表現する」21 世紀の女性。そんな表情豊かで積極的なライフ

スタイルをレブロン(REVLON)が演出します。 

 

■商品概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『レブロン スペシャルメイクアップベースマスク』は、特別な日のための集中ケアを叶えるシートマスク。1

日中くずれない*肌をつくる、”ロングラスティング*処方”にこだわりました。 

メイク映え UP に必須な「保湿ケア・肌キメケア・肌ツヤケア・肌荒れ予防」の 4 つのベネフィットを、オー

ルインワンで実現します。 

寝る前のスキンケアタイムに 10～15 分使用していただくことで、美容液がお肌に浸透し、いつも以上にメイク

がグッと乗りやすい、なめらかでうるおった嬉しいお肌へと導きます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 日中くずれない*肌をかなえる、オールインワンシートマスク 

『レブロン スペシャルメイクアップベースマスク』 

全 1 種 1,800 円 (税込) 

*当社調べ 
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4 つのメイク映えベネフィット 

お気に入りのメイクをして、1 日中くずれない*肌をかなえるためには、スキンケアがなによりも重要だと

考えています。   

メイク映え UP にとことんこだわって考えた、4 つのスキンケアベネフィットを提供します。 

*当社調べ 

 

① 化粧崩れしないうるおい肌へ！保湿ケア 

1. 4 種のヒアルロン酸*1 …お肌の表面に潤いベールを張ってくれる”ヒアルロン酸 Na”に加え、角質層まで

浸透して水分を保持する”浸透型*2 ヒアルロン酸”を贅沢に 3 種類配合。みずみずしく潤い溢れる素肌へ

と導きます。 

*1 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸 Na (保湿成分) *2 角質層

まで 

 

2. チアシードオイル* …オメガ 6 やビタミン B 群、必須アミノ酸、カルシウム、カリウム、鉄、亜鉛など

のミネラルを多く含み、乾燥からお肌を守ります。 

*サルビアヒスパニカ種子油 (保湿成分) 

 

② きゅっと引き締めてファンデよれ対策！肌キメケア 

12 種の植物由来成分* …12 種類の植物エキス&オイルを、肌のために選び抜きました。 

*マンダリンオレンジ果皮エキス、ハマメリス葉エキス、アーチチョーク葉エキス、アルテア根エキス、ローズマリー葉エキス、ホホバ葉エキ

ス、ウコン根茎エキス、リンゴ果実エキス、グリチルリチン酸 2K、ホホバ種子油、スクワラン、オリーブ果実油(うるおい・ハリケア成分) 

 

③ 肌の透明感を高めて、メイクの発色サポート！肌ツヤケア 

2 種のビタミン C 誘導体*1 …浸透*2 型ビタミン C 誘導体と油溶性ビタミン C 誘導体の 2 種を配合。肌のく

すみ*3 やザラザラ*4 が気になる肌に水分と油分をバランスよく与え、つるんとした弾むような肌に。 

*1 リン酸アスコルビル Mg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル (肌ツヤケア成分) *2 角質層まで *3 乾燥してキメが乱れた肌印象のこと 

*4 乾燥による肌のザラつき 

 

④ コスメに負けない健康的な肌へ！肌荒れ予防 

3 種のヒト型セラミド* …角層に“うるおい”を補給し、なめらかな素肌へ導くセラミドをバランス良く配合

しました。 

*セラミド NG、セラミド NP、セラミド AP (肌荒れ予防成分) 
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ベンリーゼ®シート*1 で贅沢な使用感 

 

 

 

 

 

 

ぷるぷるの美容液がたっぷり含まれたベンリーゼ®は、コットン生まれ*2 のシートです。高い保湿力でお肌に吸

い付くように密着し、エッセンスの浸透(角質層まで)をサポートします。 

お肌をしっとりと包み込むうるおいのヴェールは、一度使ったら忘れられない使い心地。他のシートマスクに

はない、毎日使いたくなるような特別な贅沢感を味わえます。 

高密着シートだから、髪を乾かしたり、洗濯物を畳んだりしながらでも剥がれづらいのが嬉しいポイント。 

*1 ベンリーゼは旭化成(株)の登録商標です。No. F92G179 *2 原料はコットンリンター 

 

美容液 1 本分のうるおいがギュッ 

薄くて軽いシートなのに、美容液 1 本分相当(28mL)のエッセンスが 1 枚のシートにギュッと凝縮。顔だけでな

く、余った液で首元のケアまで可能です。 

 

 

 

 

 

 

5 つのフリー処方 

パラベン・アルコール・香料・着色料・鉱物油の 5 つの成分を使わない、無添加処方です。 

 

＜こんなお悩みの方におすすめ＞ 

・マスクで皮脂トラブルや肌荒れが増えた 

・肌がくすんで*、疲れて見える 

・乾燥で肌が粉を吹いて、メイクノリが悪い、くずれやすい 

・忙しい朝はスキンケアに時間をとれない 

*乾燥による 
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■商品概要 

 

 

商品名 レブロン スペシャルメイクアップベースマスク 

内容量 1 枚入(28mL)×5 袋 

標準小売価格 1,800 円（税込） 

使用方法 1. 洗顔後、化粧水でお肌を整え、袋からマスクを取り出して広げ、お顔に合わせて密

着させてください。 

2. 約 10～15 分、お肌のコンディションに合わせてご使用ください。 

3. マスクを取り外したあと、お肌に残った美容液はお顔全体になじませ、通常のスキ

ンケアを行ってください。  

全成分 水、グリセリン、BG、DPG、アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na、ヒアル

ロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸 Na、マンダリンオレンジ果皮エ

キス、ハマメリス葉エキス、アーチチョーク葉エキス、セラミド NG、セラミド NP、

セラミド AP、アルテア根エキス、ローズマリー葉エキス、ホホバ葉エキス、ウコン

根茎エキス、リンゴ果実エキス、リン酸アスコルビル Mg、テトラヘキシルデカン酸

アスコルビル、ナイアシンアミド、グリチルリチン酸 2K、ベタイン、ホホバ種子油、

スクワラン、サルビアヒスパニカ種子油、オリーブ果実油、水添レシチン、フィトス

テロールズ、ペンチレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコ

ール、PEG-40 水添ヒマシ油、イソステアリン酸 PEG-25 グリセリル、キサンタンガ

ム、カルボマー、フェノキシエタノール、アルギニン、クエン酸  

使用上の注意 ●お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。 ●お肌に合わないとき

は、ご使用をおやめください。 ●ご使用中またはご使用後に日光に当たって、お肌に

赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合は

ご使用を中止してください。そのままご使用を続けますと、症状を悪化させることが

ありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ●傷やはれも

の、湿疹等、異常がある部分にはご使用にならないでください。 ●マスクの目部分を

閉じてご使用になる場合は、必ずまぶたを閉じてください。 ●目に入らないようにご

注意ください。目に入ったときは、擦らずにすぐに水で洗い流してください。異常が

残るときは、眼科医にご相談されることをおすすめします。 ●衛生上、一度ご使用に

なったマスクは繰り返しご使用にならないでください。 

保管および取扱上の

注意 

●極端に高温または低温となる場所・直射日光の当たる場所を避け、涼しいところに

保管してください。 ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●ご使用

の際は、清潔な手でご使用ください。 ●マスクの口部分の抜け残りが入っていること

が稀にありますが、取り除いてご使用ください。 
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■オフィシャルサイト・メーカー直販ストア 

オフィシャル商品ページ https://www.pillboxjapan.com/productpage/revlon/ 

楽天市場 ピルボックス直販ストア https://item.rakuten.co.jp/pillboxjapan/revlon_specialmakeupbasemask/ 

Yahoo！ショッピング ピルボックス直販ストア https://store.shopping.yahoo.co.jp/pillboxjapan/r-001.html 

 

■PILLBOX について 

PILLBOX＝くすり箱。「あなたの健康に少し役立ちたい」という理念のもと、安全で、スペックの高い、ユニ

ークなサプリメントの企画・開発をする志がピルボックスの原点です。 

主力の PILLBOX ブランドに加え、世界的に成功を収めるグローバルブランドの日本でのマーケティングと販

売も担っています。 

 

■会社概要 

社名：ピルボックスジャパン 株式会社 

本社所在地：東京都港区北青山 3-11-7 Ao ビル 13F 

代表取締役社長：栖原 徹 

設立：2002 年 7 月 10 日 

事業内容：自社企画・開発の健康食品、機能性表示食品、化粧品のメーカー事業 / 海外有名ブランドの日本総

代理店事業 

URL：www.pillboxjapan.com 

https://www.pillboxjapan.com/productpage/revlon/
https://item.rakuten.co.jp/pillboxjapan/revlon_specialmakeupbasemask/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/pillboxjapan/r-001.html
http://www.pillboxjapan.com/

