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敏感肌向けブランド「RECiPEO（レシピオ）」から

うるおいケア×透明感を叶える高保湿シートマスクが登場
「RECiPEO モイストシートマスク」11 月１日より販売開始

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、全国に 3,300 店舗超のドラッグ
ストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：
松本清雄、以下マツキヨココカラ＆カンパニー）は、敏感肌向け PB「「RECiPEO「（レシピオ）
」から「「モイストシ
ートマスク」を、11 月１日より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗「（一部店舗を
除く）と自社オンラインストアで順次販売開始します。

■開発背景：累計販売個数 55 万個突破の「レシピオ」のラインアップを拡充
「レシピオ」は乾燥肌・敏感肌に悩むすべての人をサポートするた
めに誕生したスキンケアブランドです。昨今のマスク着用の習慣化や、
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睡眠不足、食生活の乱れ、PM2.5 などの影響により、肌トラブルが増
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え、乾燥肌・敏感肌用の高保湿スキンケアに注目が集まっています。
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レシピオ累計販売数

その中、レシピオは 2021 年 11 月のブランド誕生から 2022 年８月ま
での期間で、55 万個以上を販売しており、多くのお客様に支持されて
います。
株式会社コーセー「（以下コーセー）が独自に行ったアンケート調査
によると、敏感肌の方は普通肌の方と比較して、
「
「 乾燥」
「肌荒れ」の
悩みを持たれている割合が高いことが分かりました。この悩みを解決
に導くために、お肌の乾燥や肌荒れを防ぐアイテムとして、しっか
りとした保湿に注目したシートマスクを開発しました。
出所：コーセー一般消費者調査（期間：2021 年９月３日～６日）
、N=2800（16～79 歳女性）
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（出所）マツキヨココカラ＆カンパニー
レシピオシリーズの累計売上推移「（2021 年 11 月～2022 年８月）
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■浸透力と肌あたりのやさしさを両立した「レシピオ モイストシートマスク」
1. 乾燥・肌あれから守る
肌に必要な成分である、うるおいのもと「アミノ酸※１」と、うるおいをとどめる「セラ
ミド※２」
「ヒアルロン酸※３」を配合しており、キメが整ったうるおい肌へ導きます。ま
た、まろやかな美容液ベースが素早く肌に浸透し、美容成分とうるおいのもとを角層の
すみずみまでたっぷり届けます。
※１「 セリン・グリシン・エクトイン・テアニン・アルギニン・トレオニン・グリセリン(保湿) ※２「 セラミド NG
（エモリエント） ※３「 ヒアルロン酸 Na（保湿）

2. 肌あたりの優しさ
刺激が気になる敏感肌のことを考え、新たに独自開発した 100％植物由来のシートを使用。毛髪と比較し、
1/10 の細さの「極細レーヨン」
、保水力に優れている「パルプ」
、シートの強度（密度）をアップさせる「楮
（こうぞ）
」を組み合わせることで、なめらかで肌あたりの良いシートに仕上げました。
３. 角層のくすみ※４をケアし、透明感のある肌へ
敏感肌は角層のバリア機能の乱れや低下により、乾燥で肌の水分が少なくなることで、紫外線や季節の変化など
の外部環境の影響を受けやすい状態になり、くすみ※４の原因になります。味の素株式会社とコーセーが共同開発
した「「透明感ケアアミノ酸※５」は、くすみ※４の原因であるうるおい不足にアプローチし、透明感のある肌に導き
ます。

※４「 乾燥・キメの乱れによる ※５「 アルギニン・トレオニン（保湿）

■新商品について
販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア
発売予定日：2022 年 11 月１日

レシピオ モイストシートマスク
美容液発想から生まれた高保湿シートマスクです。たっぷりと配合された美容成分
や保湿成分が角層のすみずみまで素早く浸透します。乾燥・肌あれから守り、キメ
の整ったふっくらなめらかで透明感あふれるつや肌が続きます。刺激が気になる敏
感肌のことを考えて開発した、植物由来 100％のなめらかなシートがやさしく包み
込み、1 回でパッと明るく透明感のある肌に導きます。
容量：「 １枚入り（数量限定）/４枚入り
価格：「 330 円（税込）/1,320 円（税込）

限定商品 レシピオ モイストローション R うるおいキット
とろっと濃密な使用感で、乾燥や肌あれから守り、みずみずしくなめらかな透明
感※６のある肌に導く高保湿化粧水と、新商品のシートマスクがセットになった特別
企画品です。

特別企画品：モイストローション R：150mL、シートマスク：１枚のセット
価格：「 2,090 円（税込）［通常価格：2,420 円（税込）相当］
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■高保湿スキンケアブランド「RECiPEO（レシピオ）
」について
「レシピオ」は、
「うるおう透明感レシピ」をコンセプトに生まれた敏
「
感肌・乾燥肌向けの高保湿スキンケアブランドです。かさつき・肌あれ
をくり返し、くすみ※７がちな敏感肌「・乾燥肌を、なめらかで透明感※６の
ある肌にまで導きます。
※６「 肌がうるおってつやのある状態のこと「 ※７「 乾燥・キメの乱れによる

【敏感肌のこと・環境のことを考えた「RECiPEO（レシピオ）
」のこだわり】
◇９つのフリー
処方にこだわり、無香料、無着色、アルコールフリー※８、パラベンフリー、紫外線吸収
剤フリー、グルテンフリー、ラウリル硫酸フリー、マイクロプラスチックフリー、ジブチ
ルヒドロキシトルエン（BHT）フリーの 9 つのフリーを実現しています。
※８

エチルアルコール無添加

◇刺激性を確認するテストの実施
アレルギーテスト、敏感肌の方によるパッチテスト※９、スティンギングテスト※10 を実施済みです。
※９「 皮膚に対する刺激性を確認するテストです

※10「 ピリピリ・ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです

※すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません

■「RECiPEO（レシピオ）
」既存商品一覧

レシピオ モイストクレンジング

レシピオ モイストウォッシング

レシピオ モイストローション M
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容量：「 130g「

容量：「 200mL

容量：「 150mL

価格：「 1,650 円（税込）

価格：「 1,650 円（税込）

価格：「 2,090 円（税込）
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レシピオ モイストローション R

レシピオ モイストエマルジョン

レシピオ モイストクリーム
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容量：「 150mL

容量：「 100mL

容量：「 40g「

価格：「 2,090 円（税込）

価格：「 2,090 円（税込）

価格：「 2,200 円（税込）

RECiPEO モイスト UV ミルク
紫外線、乾燥「・肌あれ、大気中の微粒
子など※12 の外的刺激から肌を守り、
透明感※１ある肌へ導く敏感肌用の日
やけ止め乳液です。SPF50+、PA+++
の高い UV カット効果とともに、美
容液成分 67％配合※11 を実現しまし
た。
容量：「 50ml
価格：「 1,650 円（税込）
※11「 粉体を除くエマルジョンのこと
※12「PM2.5、花粉、ちり・ほこりなど
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販売に関するお問合せ先
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室
フリーダイヤル：0120-845-533「 受付時間 09「:00～22:00「 （年中無休）
本件に関する報道関係の皆さまからのお問合せ先
ビルコム株式会社「マツキヨココカラ」PR 事務局 荒木/江﨑
TEL:03-5413-2411 FAX:03-5413-2412 MAIL:「matsukiyococokara@bil.jp

3,300 店舗超のドラッグストア・調剤薬局を中核事業として、全国で展開している東証プライム市場上場企業。子会
社としてマツモトキヨシグループとココカラファイングループを擁し、
「美と健康の分野でアジア No.1」の企業グ
ループを目指しています。介護事業、インターネット通販事業など幅広く展開しています。
コーポレートサイト：https://www.matsukiyococokara.com/
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー グループ経営企画統括 広報室
Tel：03-6672-7808

mail：mkccpr@matsukiyococokara.com

