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ゲンナイ製薬株式会社

ママも赤ちゃんも使えるボディクリーム「YASASIA」
2018 年 5 月 29 日

15 日間限定！ 特別価格 3,980 円ゲンナイ製薬株式会社
（税別）
乾燥ケア応援キャンペーン 2019 年 11 月 15 日 20 時 ～ 29 日 18 時
時期別の葉酸サプリの販売を行うゲンナイ製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：
代表取締役社長：上山永生）は、ママにも赤ちゃんにも使える安全性の高いボディケアクリーム
ヤ サ シ ア

『YASASIA ボディケアクリーム』を、2019 年 11 月 15 日 20 時から 29 日 18 時まで、特別価格の
3,980 円（税別）で当社オンラインショップ（ https://yasasia.shop/）にて販売します。

約 3 カ月使える大容量ボディケアクリームを、よりお得に
当社は、品質・使用感・成分・安全性・鮮度・価格のすべてを追求した、通常 5,000 円（税別）の
ボディケアクリーム『YASASIA ボディケアクリーム』を、期間・数量限定で 3,980 円にて販売します。
＜YASASIA ボディケアクリームの特長＞
品質・鮮度

ボディケアクリームでは珍しい酸化防止ボトルを採用しているため、
最後まで新鮮な状態で使い切ることができます。

使用感

神奈川大学の独自技術「三相乳化法」によって水と油を乳化した、
潤い成分「モイスチャーナノ粒子」が均一に肌へ密着します。
みずみずしい質感で、気になるおなかから背中までするりと伸ばせます。

成分

原産国と最終加工地までこだわり、全成分を開示しています。
香料、着色料、鉱物油、界面活性剤、パラベン、アルコール、紫外線吸収剤、
シリコーンを使っていません。

安全性

パッチテストと敏感肌試験をクリアしています。

大容量

妊娠中期は 1 プッシュ 3g、妊娠後期は 2 プッシュ 6g の使用を想定し、
約 3 カ月しっかり使える 500g の大容量です。

ボディケアクリームでは珍しい、酸化防止ボトル
近年、酸化防止容器に入った調味料を見かけるようになりましたが、
『YASASIA ボディケアクリーム』
はボディケアクリームとしては珍しく酸化防止ボトルを採用しています。一般的なチューブや
ボトルとは異なり、開封後に中身が空気に触れることがないため、
大容量でも新鮮なまま最後まで使い切ることができます。
また、ふたを開閉する必要がないポンプタイプですので、おなか
のふくらみや体型の変化が著しい妊娠中や、赤ちゃんから手が
離せない出産後にも、ワンプッシュで量を調整し手軽に肌のケア
をすることができます。シンプルで清潔感のあるパッケージは、
使うごとに内側のフィルムが絞られる設計

どのようなインテリアにもなじみます。

原産国・最終加工国までこだわった天然由来成分
『YASASIA ボディケアクリーム』は、ママも赤ちゃんも使える優しいクリームにするという命題の
もとに開発しました。原産国・最終加工地まで追求した天然成分のみを使用しています。
◆4 種の植物由来オイル
成分
アボカドオイル
マカデミア種子油
シア脂
植物性スクワラン

説明

原産国

最終加工地

ビタミン A、ビタミン E、天然の CoQ10 を含有して

チリ

チリ

ケニア、トルコ

日本

ガーナ

オランダ

スペイン

日本

説明

原産国

最終加工地

インドのアーユルヴェーダで利用されるハーブ

マダガスカル

フランス

ヨーロッパ

日本

アルバニア

日本

エジプト

日本

スペイン、アルバニア

日本

ヨーロッパ、アメリカ

日本

おり、肌の柔軟性を保ちます
肌の皮脂構成と似ており、肌なじみがよく、肌の水
分と油分を保つ役割を担っています
皮脂膜成分と構成が類似しており、肌を保護すると
ともに、製品のしっとりした感触を演出します
皮脂膜に含まれるスクワランと構成が類似してお
り、肌を保護する役割を担っています

◆6 種の高級植物エキス
成分
ツボクサエキス
ラベンダー花エキス
セージ葉エキス
カミツレ花エキス
ローズマリー葉エキス
西洋サンザシ果実エキス

で、肌荒れを防ぎ、保護する役割があります
地中海で栽培されたラベンダーの花から得られる
エキスで、癒しやリフレッシュに役立ちます
香辛料として使用される西洋ハーブで、荒れやカ
サつきなどの肌に役立つ働きがあります
新鮮なカミツレの花から採取したエキスで、しっ
とりした感触を演出します
ローズマリーの葉から採取されたエキスで、しっ
とりした感触を演出します
セイヨウサンザシという果実から採取されるエキ
スで、肌のコンディションを整えます

がんばるお肌に潤いを
妊娠 15 週頃までは体にあまり変化がありませんが、16 週頃からおなかがふっくらし始め、皮膚が左
右に引っ張られるようになります。その状態が続くと皮膚がつっぱり乾燥もしやすくなるため、産
後もなめらかな肌を保つためにも、16 週頃から肌に潤いを与えて柔軟にしておくことが大切です。

妊娠 16 週あたりから、おなかの皮膚が左右に引っ張られ始めます

『YASASIA ボディケアクリーム』で乾燥を防ぎ柔軟に

【製品概要】
製品名

YASASIA ボディケアクリーム

原材料名

水、トリエチルヘキサノイン、BG、スクワラン、グリセリン、
ベヘニルアルコール、アボカド油、シア脂、マカデミア種子油、
アセチルヒアルロン酸 Na、加水分解ヒアルロン酸、
ヒアルロン酸 Na、
加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解ダイズエキス、
ツボクサエキス、ローズマリー葉エキス、セイヨウサンザシ果実
エキス、セージ葉エキス、ラベンダー花エキス、カミツレ花エキス、
水酸化 Na、カルボマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
ステアロキシエーテル、フェノキシエタノール

特長

妊娠 16 週頃から出産後の女性向けボディケアクリーム。産まれた赤ちゃんと一緒
に使うことができるよう、安全性はもちろんのこと、ボディケアクリームでは
珍しい酸化防止ボトルを採用し鮮度を追求。パッチテストと敏感肌試験をクリアし、
不要と考えられる成分（香料、着色料、鉱物油、界面活性剤、パラベン、アルコール、
紫外線吸収剤、シリコーン）不使用。神奈川大学の独自技術「三相乳化法」によって
水と油を乳化した潤い成分「モイスチャーナノ粒子」が均一に肌へ密着。大容量
500g で、妊娠中期は 1 プッシュ 3g、妊娠後期は 2 プッシュ 6g を想定し、約 3 カ月
使うことができる。

内容量

500g

価格

5,000 円（税別）
※2019 年 11 月 15 日 20 時 ～ 29 日 18 時は、特別価格 3,980 円（税別）

発売日

2018 年 6 月 11 日

販売場所

当社オンラインショップ https://yasasia.shop/

製品についてのお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-460-242（ゲンナイ製薬）

【会社概要】
社名

ゲンナイ製薬株式会社

代表

上山 永生（うえやま ひさお）

本社所在地

東京都千代田区有楽町 1-7-1

有楽町電気ビル南館 16 階

ホームページ https://www.gennai-seiyaku.co.jp
設立

2009 年 6 月

資本金

1,000 万円

売上高

7 億 5,000 万円（9 期）

従業員数

8名

事業内容

化粧品、医薬部外品製造販売／サプリメント販売／情報提供サイトの運営

＜本件に関するお問い合わせ先＞
ゲンナイ製薬株式会社
広報部：毛利
電話：03-6222-8416 E-mail：ko-ho@gennai-seiyaku.co.jp

