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報道関係各位             2020 年 7 月吉日 

ピルボックスジャパン株式会社 

 

マスク摩擦で敏感な唇にも安心して使える高機能保湿リップ 

植物由来のビタミン C・E 配合 

『スーパーフルーツスムーザー』新発売 
全国のドラッグストア等にて 8 月 17 日（月）より発売 

 
 

この度、ピルボックスジャパン株式会社（代表取締役社長：栖原徹／所在地：東京都港

区）では、世界中で愛され続けるリップケアブランドBlistex
ブリステックス

から、2020 年 8 月 17 日

（月）より全国のドラッグストア、バラエティショップ等で「スーパーフルーツスムーザ

ー」を発売します。本製品は、今や身近な健康食材として定着しているスーパーフルーツ

由来のビタミン C とビタミン E を配合し、唇のキメを整え、健やかな唇へ導きます。マス

クをつけることが常識となり、マスクと唇が擦れることで、乾燥や荒れを引き起こしま

す。また、リップメイクをする機会が減ったことで暗くなりがちな状況ですが、使うたび

に爽やかでリフレッシュしていただける香りです。リップクリームを気分に合わせて楽し

んでいただくことで、前向きに日常を送るための一助になればと思います。 
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■開発背景 

リップクリームの市場動向は、ほぼ横ばいです。その中で、高機能リップへのニーズが

高まっており、高付加価値商品の売上が牽引しています※1。マスクをつけることがマナ

ーになりつつあります。職場でも 1 日中マスクをしている事も多くなり、口元のメイク

もスキンケアへ移行することが想定されます。そこで、唇への確かな品質で支持をいた

だいているブリステックスは、リッチに潤い、スーパーフルーツ由来のビタミン C、ビ

タミン E が乱れがちなキメを整え、オメガ脂肪酸が乾燥を防ぐ「スーパーフルーツスム

ーザー」の発売に至りました。パッケージデザインは、ヘルシーなグリーンカラーを採

用し、フレッシュベリーブレンドの香りが使うたびに爽やかで、気分も一緒にリフレッ

シュしていただけます。2019 年にアメリカで発売し、新製品ランキング TOP5 入りしま

した。 
※1：FY19~FY20: TRUE DATA 消費者購買データ（イーグルアイ）500 店舗における消費者購買データ 2018 年 3 月 – 2020 年 2 月 

 
■スーパーフルーツスムーザーとは 
 

・アサイー、クラウドベリー由来のビタミン C、ビタミン E を配合し、唇のキメを整え、

健やかな唇を保ちます。 

・潤いしっとり、滑るような塗り心地。 

・紫外線ダメージから唇を守ります（SPF15） 

 
■健やかな唇に導くスーパーフルーツ成分配合 

 

① アサイー 

ヤシ科の植物でブラジル、アマゾン熱帯雨林に自生しています。数多くの栄養素を含む

ミラクルフルーツで、特にビタミン C はレモンの約 3 倍含まれています。肌の透明感ア

ップ、紫外線による乾燥ケアなどが期待できます。 

② クラウドベリー 

バラ科キイチゴ属の北欧の代表的なフルーツで、フィンランドでは森の宝石と呼ばれて

います。ビタミン C はもちろんのこと、ビタミンＥも豊富に含まれています。肌を美

しく保つ効果があります。 

 

 

■「スーパーフルーツスムーザー」商品概要 

 

商品名 ブリステックス スーパーフルーツスムーザー 

内容量 4.25g 
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希望小売価格（税別） 400 円 

発売日 2020 年 8 月 17 日（月）メーカー出荷 

 ビタミン C、ビタミン E、オメガ脂肪酸 

UV ケア SPF15 

香り フレッシュベリーブレンドの香り 

使用方法 容器から 2-3mm をくり出して適量をお使いください。出しすぎると折れたり、

戻らなくなる場合もあります。 

ターゲット 10～40 代の幅広い女性 

 

■ブリステックスブランドは 70 年以上の歴史 

1947 年にアメリカのイリノイ州で家族経営のリップクリームのメーカーとして誕生した「ブリステッ

クス社」。現在では 75 カ国以上でリップケアのエキスパートとして拡大を続け、創業以来「品質と革

新を追求するリップケアのリーダーとなる」という理念を貫いています。社名の由来は、唇にできる火

脹れの炎症をあらわす”Blister”と治療薬を意味する”Rx”を組み合わせて Blistex となりました。 

 

・世界のマーケットシェア 

ブリステックスの世界でのマーケットシェアはカナダとオーストラリアで No.1、ヨーロッパとアメリカで

No.2 の実績があります。 

・宇宙でも使えるリップクリーム 

1980年代にNASAのミッションにおいてブリステックス社のリップクリームがスペースシャトルに搭載さ

れました。宇宙の冷たく、乾燥した非常に厳しい状況下においても、ブリステックス社製品は機能しました。 

 

■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 

ピルボックスジャパン：http://www.pillboxjapan.com 

ブリステックス公式サイト：http://www.blistex.co.jp/index.html 

 

 

 

■より洗練されたデザインにパッケージリニューアル 

2020 年 7 月 31 日（金）より発売 

＜お問い合わせ先＞ 

ピルボックスジャパン株式会社 広報担当：小西 

TEL： 03-6804-2922 ／  FAX： 03-6804-2921 

http://www.blistex.co.jp/index.html
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画像 

   

商品名 センシティブ センシティブローズ トリプルバター 

内容量 4.25g 4.25g 4.25g 

希望小売価格（税別） 400 円 400 円 400 円 

有効成分 シアバター、ココアバター シアバター、ココアバター、

ビタミン E、ダマスクバラ花

油 

シアバター、マンゴーバター、

ツクマバター 

UV ケア ― ― SPF15 

香り 無香料 優しいローズの香り キャラメルクリームの香り 

商品特長 

 

わずか 5 つの成分で作られた唇に

やさしいリップクリーム。無香料

カテゴリで上位の実績※を持つ人

気商品。 

天然ダマスクローズ精油配合

でしっとり潤ツヤ唇が長続

き。7 つの成分だけのシンプ

ル処方。 

極みクリーミィな 3 種の植物バ

ター成分で唇がなめらかに潤

う。 

    

画像 

   

商品名 リップヴィブランス メドリップ センシティブ 2 本パック 

内容量 3.69g 4.25g 4.25g 

希望小売価格（税別） 400 円 400 円 650 円 

有効成分 シルク、シアバター、ブドウ種子

油、ヒアルロン酸、ビタミン E 

ココアバター、ホホバオイ

ル、ラノリン 

シアバター、ココアバター 

UV ケア SPF15 SPF10 ― 

香り 無香料 バニラメントールの香り 無香料 

商品特長 

 

色づく×輝く×うるおう 

高保湿で高発色の色つきリップク

リーム。 

うるおいベールが包むように

密着保湿、唇を乾燥・荒れか

ら長時間バリア。 

わずか 5 つの成分で作られた唇

にやさしいリップクリーム。２

本パック。 

※ウレコンリップケア2019年11月～2020年1月リップケアカテゴリ順位 
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■プレミアムライン 

 

画像 

   

商品名 コンディショニング 

リップセラム 

リップインフュージョン 

ロングモイスチャー 

リップインフュージョン 

ビューティープラス 

内容量 8.5ml 3.7g 3.7g 

希望小売価格（税別） 720 円 500 円 500 円 

有効成分 アボカドオイル、オリーブオイ

ル、ビタミン E、パルミチン

酸、ラウリル酸、ミリスチン酸 

ヒアルロン球体、ビタミン E と

ビタミン F（リノール酸・リノ

レン酸） 

セラミド、ビタミン E、植物オ

イル、ココナッツオイル、蜜ろ

う 

UV ケア ― SPF15 SPF15 

香り ほのかな甘い香り ほのかなシトラスの香り ほのかなピーチの香り 

商品特長 

 

スキンケア発想で生まれた美容

液タイプの贅沢なリップクリー

ム。リップクリームとしても就

寝前のリップ美容液として、口

紅の下地にも使える高機能リッ

プ。 

ヒアルロン球体が水分を閉じこ

めて長時間密着するので、塗り

直しが少なくてもみずみずしい

唇が続くリップ。 

 

3in1 機能で、健やかで美しい唇

を実現するリップクリーム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


