
 

2021 年 4 月 20 日 

使用する直前に混ぜて使う、新鮮「つくりたて」の化粧水で、1 週間の集中ケア 

家庭用美顔器「メガビューティ」から、初の化粧品セット発売 
逆転の発想。化粧品のための美顔器開発から、美顔器のために開発した化粧品。 

 

株式会社ナリス化粧品(本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘

義)は、2001 年 11 月にデビューし、累計販売台数 80 万台を超える家庭用

美顔器のパイオニア、「メガビューティ」ブランドから、初めての化粧品で、1 週間で

集中的にケアをする「メガビューティ エスティック」のスキンケアセットを 2021 年 6

月 21 日から、訪問販売、全国の「ナリス ビューティ スタジオ デ・アイム」「ナリ

ス ビューティ サロン」などの店舗及び通信販売で新発売します。エステティックサ

ロンへ行きづらいと感じている女性や、マスク生活で、肌のくすみやごわつきを感じ

ている女性に、充実した自宅での美容時間を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メガビューティ」発売から 20年。初めての「メガビューティ」のための化粧品。 

2001 年にデビューした家庭用美顔器の先駆け「メガビューティ」。今では、美容

意識の高い女性への普及が進んだ家庭用美顔器ですが、当時は非常に珍しい

ものでした。開発の目的は、当社のメインアイテムである「ふきとり化粧水」※を活

かすことでした。日々のスキンケアのステップをメガビューティを使って行うだけで、お

うちがエステサロンになるメガビューティは、忙しい現代の女性に受け入れられ、3

度のリニューアルでバージョンアップ。販売台数は 80 万台を突破しました。今回

の「メガビューティ エステティック」はまさに逆転の発想。メガビューティを活かすた

めの初めての化粧品です。メガビューティのもつ、「HOT 機能」や「COOL 機

能」と化粧品が叶えるコラボレーションで、おうちエステの満足度をさらに向上させます。 

※当社は 2015 年度～2019 年度 5 年連続ふきとり化粧水国内販売シェア No.1 です。（2020 年 5 月 株式会社 TPC マーケティングリサーチ株式会社調べ） 

 

1 週間集中のおうち美容。2剤式の高浸透ローションのためのディープクレンジングとひきしめるジェルクリーム。 

集中ケアのスタートは、美顔器「メガビューティ」の HOT 機能で温めて、とろけた「ディープクレンジング ジェル」で、肌をほぐすように

柔らかくし、毛穴やキメの奥の汚れを取り除くことから始まります。肌が受け入れる準備ができた状態で使用するのが、「メガビューテ

ィ エステティック」のメインアイテムで、ハリ感と透明感を生み出す高浸透ビタミン C 誘導体(パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na/

保湿剤)配合の「ダーマ C ローション」。使用直前にパウダーを混ぜることにより、最もフレッシュな状態で使い切ることができます。

メガビューティの HOT 機能と COOL 機能で、角質層の深くまで届けます。最後に、アストリンゼント ジェルクリームをメガビューティ

の COOL 機能で使い、しっかりと閉じ込めることで、引き締まったむきたまごのような肌に導きます。 

 

News Release 

 

品名：メガビューティ エステティック 

内容物：ディープクレンジング ジェル/左 

ダーマ C ローション（ローション×パウダー）/中央 

アストリンゼント ジェルクリーム/右 

販売価格：3,500 円(税抜）3,850 円(税込) 

発売日：6 月 21 日 

ナリス化粧品 お客様相談室 TEL:0120-71-9000 

【本件に関するお問い合わせ先】株式会社 ナリス化粧品 経営企画室 広報 横谷(よこたに) 
〒553-0001 大阪市福島区海老江 1 丁目 11 番 17 号 TEL:06-6346-6672 

FAX:06-6346-6569 E-mail:narispr@naris.co.jp HP:http://www.naris.co.jp 
 
 

2001 年～ 
初代 

メガビューティ 

2005 年～ 
メガビューティ 

LED 

2009 年～ 

メガビューティ 
L×H 

2018 年～ 
メガビューティ 

tel:0120-71-9000
tel:06-6346-6672


【使用ステップ】 

 

 

 

 

【メガビューティ エステティック 概要】 

 商品名：メガビューティ エステティック 

価格：3,500円（税抜）3,850円（税込） 

発売日：6月21日 

特徴：当社の美顔器「メガビューティ」用のスキンケアセット。 

「メガビューティ」で使うことで、より質が高く、充実した自宅でのスキンケアを叶える1週間集中スキン

ケアアイテムのセット。 

構成品① 品名：ディープクレンジング ジェル 

特徴：メガビューティの「HOT」機能と合わせて使う、ジェルタイプのクレンジング。 

・とろけたジェルが毛穴やキメのすみずみまでいきわたり、汚れを吸着します。 

・海藻コンプレックス（トゲキリンサイ・ヒヂリメン・ミツイシコンブ・ウスバアオノリ・ワカメエキス）クロレラ

エキス、ブドウ果汁発酵エキス（乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液）配合（保湿剤）。肌を柔らかく

して、スキンケアの効果を高めます。 

・集中ケアを始める1週間の最初に1度使用することで、肌のごわつきをなくして、健康な状態に導

きます。 

構成品② 品名：ダーマC ローション 

特徴：使う直前にローションにパウダーを混ぜて、フレッシュな状態で使うローション。 

・高浸透ビタミンC誘導体(パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na/保湿剤)を新鮮に保つパウダー

タイプなので、最もフレッシュな状態で、ケアを始めることができます。 

ローション配合成分 FGF様ペプチド（アセチルデカペプチド-3）、EGF様ペプチド（オリゴペプチ

ド-24）、5種のヒアルロン酸（バリア型ヒアルロン酸/ヒアルロン酸Na、保水型ヒアルロン酸/アセチ

ルヒアルロン酸Na、浸透型ヒアルロン酸/加水分解ヒアルロン酸、高吸着型ヒアルロン酸/ヒアルロン

酸ヒドロキシプロピルトリモ二ウム、３Dヒアルロン酸/ヒアルロン酸クロスポリマーNa）すべて保湿剤 

パウダー配合成分 高浸透型ビタミンC誘導体（パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na）保湿剤 

・1日1回、メガビューティと合わせて使用し、7日で使い切ってください。 

メガCOOL対応成分 カンゾウ根エキス、カワラヨモギ花エキス、マグワ根皮エキス、ナツメ果実エキ

ス、オウゴン根エキス、サフラワー種子油脂肪酸メンチル（保湿剤） 

構成品③ 品名：アストリンゼント ジェルクリーム 

特徴：直前に使用していた化粧品を角質層の深くへ閉じ込めて、整えるジェルクリーム。 

・メガビューティのCOOL機能と合わせて使うことで、毛穴とキメを整えて、つるつるの肌へ導きます。 

・ジェル状のクリームで、たっぷりうるおいパック。翌朝、ふっくらすべすべの肌へ導きます。 

・スイゼンジノリ多糖体、ハマメリス水、アーチチョーク葉エキス すべて保湿剤配合。 

メガCOOL対応成分 カンゾウ根エキス、カワラヨモギ花エキス、マグワ根皮エキス、ナツメ果実エキ

ス、オウゴン根エキス、サフラワー種子油脂肪酸メンチル（保湿剤） 
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メガビューティの HOT 機能で、 
ジェルをとろけさせて使用するクレン
ジング。ジェルがキメのすみずみま

でいきわたり、毛穴やキメの汚れを
吸着。肌を柔らかくしてスキンケア
の効果を高めます。※集中ケアの

スタートの１日目のみのケアです。 

メーキャップは落と
してからお使いくだ
さい。 

誘い出した汚れと
老化角質をしっか

り取り除きます。 

生体電流に近い

電流が流れるロー
ラーでマッサージ
＆トリートメント。 

使う直前にローションとパウダーを混
ぜて使う２剤式の化粧水。高浸透
ビタミン C 誘導体を新鮮なまま角

質層の深くまで、しっかり届け、ハリ
感・透明感のある、むきたまごのよう
な肌に整えます。※１週間で使い

切ってください。 

浸透させた化粧水や乳液を角質
層の深くに閉じ込めるパック感のあ

るジェルクリーム。COOL 機能で引
き締まったハリのあるお肌に。翌朝
はツルスベ肌に整えます。 



 

【メガビューティ 概要 使用方法】 

品名：メガビューティ （家庭用美顔器） 価格：33,000 円(税抜）36,300 円(税込) 

 

STEP 1:マイナス電気の力で「除く」ケア。 

メガビューティにコットンを装着し、ふきとり化粧水をしみ込ませます。 

1C エレクトロクリーンモードで肌の上をやさしくすべらせます。 

STEP 2:マイナス電気＆温冷の力で「整える」ケア。 

メガビューティに新しいコットンを装着し、保護化粧水をしみ込ませ、2C  

イオンバランシングモード(ホット 2分＆クール 2分)でお手入れします。 

STEP 3:ホット＆クール エクササイズの「与える」ケアでハリ感。 

乳液・クリームを手で肌になじませ、ホットとクールの繰り返し 

(1分ごとに切り替え 計4分)でお手入れします。 

STEP 4:LEDの光エステ＆微弱電流でふっくら。 

最後に、3C アクティベーション(生体電流に近い微弱電流)＆3種の 

LEDモードを使い、肌を美活性。Wローラーが肌にぴったりフィットします。 

 

【本体仕様】●充電池仕様：
DC3.7V,1300ｍA/ｈ、Li-
ion電池 ●出力：DC2・4・
6・10V(4段階)AC1V、
10Hz、１μA ●サイズ：高さ
186mm×幅62mm×奥行
65mm ●質量：約225ｇ 
●充電時間：連続1.5時間 
●使用回数：約5回（基本コ
ース １C 2分間、２C＋ホット
＆クール 4分間、ホット＆クール 
エクササイズ 4分間、３C 3分
間を使用した場合  
【充電アダプタ仕様】●入力：
AC100-240V、50－60Hz 
●出力：DC5.2V、1.2A ●
消費電力：８W ●サイズ：
高さ41ｍｍ×幅28㎜×奥行
56ｍｍ ●質量：約75ｇ 

 

 

 

 

■メガビューティ エステティック オンライン説明会を開催します。 

開催日：5月24日（月）14：00～14:45/16：00～16：45 

開催方法：オンライン開催（事前登録が必要です。） 

※詳細は、ナリス化粧品 経営企画室  担当 広報 横谷（よこたに）までお問い合わせください。 

Ｅ-MAIL：narispr@naris.co.jp 

TEL:06-6346-6672 
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