
1 
 

2020 年 9 月 16 日  

＜報道関係各位＞  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
毛髪・美容・健康のウェルネス産業の株式会社アデランス（本社：東京都新宿区、代

表取締役社長  津村  佳宏）は、音波振動で汚れを落とすフェイシャル美容機器

『BeauStage VigiCo（ビューステージ  ビジコ）』シリーズ向けの洗顔料『BeauStage VigiCo 
FACE WASH（フェイスウォッシュ）』と、化粧水『BeauStage VigiCo FACE LOTION（フ

ェイスローション）』を、9 月 16 日（水）より、全国のアデランス、レディスアデラ

ンス、ビューステージ銀座、アデランス公式通販サイトで発売します。  

『ビューステージ  ビジコ』シリーズは、美容機器などを展開する「BeauStage」ブラ

ンドのひとつで、音波振動により汚れを浮き上がらせることで、手洗いでは落としにく

いメイク汚れや皮脂、古い角質などを、効果的に取り除くことができるフェイシャル美

容機器です。「イオン導出入」機能を搭載した『BeauStage VigiCo beauty（ビューティ）』

と、温熱機能を搭載した『BeauStage VigiCo relax（リラックス）』の 2 商品をご用意し

ています。  

今回発売する洗顔料『ビューステージ  ビジコ  フェイスウォッシュ』は、100 種類も

の保湿成分※1 を贅沢に配合し、短時間で弾力のある濃密泡を作ることができます。『ビ

ューステージ  ビジコ』シリーズと併用いただくことで、汚れをしっかり落としながら

も肌への負担を抑え、洗い上げます。『ビューステージ  ビジコ  フェイスローション』

は、『フェイスウォッシュ』使用後の保湿に適した化粧水で、4 種のヒアルロン酸、2
種のコラーゲン配合で、ベタつかずにしっかり長時間肌の潤いを保ちます。なお、本商

品単体でのご使用も可能です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肌ケア完璧主義。 

フェイシャル美容機器「ビューステージ ビジコ」から洗顔料と化粧水が新登場！ 

『BeauStage VigiCo FACE WASH』 

『BeauStage VigiCo FACE LOTION』  

～9 月 16 日（水）より当社サロン・ビューステージ銀座・公式通販サイトで販売～ 

『BeauStage VigiCo FACE WASH』『BeauStage VigiCo FACE LOTION』  
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■商品特長  
ビューステージ ビジコ フェイスウォッシュ 

●  100 種類もの保湿成分※1 を贅沢に配合し、潤いを保ちながら洗い上げます。  

●  柔らかいテクスチャーながらも素早く弾力のある濃密泡が作れます。  

●  ツッパリ感のないさっぱりとした洗い上がり。  

●  紫外線吸収剤無添加、合成着色料無添加、シリコン無添加、鉱物油無添加。  

●  『ビューステージ  ビジコ』シリーズと併用することで、汚れをしっかり落としな

がらも、肌への負担を抑え、洗い上げることができます。  
 
＜使用方法＞  

●  パール大を手のひらにとり、水またはぬるま湯でよく泡立ててから洗い、そのあと

充分にすすいでください。  
※『ビューステージ  ビジコ』と併用するときは、洗顔料をよく泡立ててからご使用ください  

●  より多くの泡を立てたい方は、少しずつ水を加えて空気を含ませるように泡立てて

あげると、泡が出来やすくおすすめです。  
 
＜商品概要＞  

内 容 量：120g 
税込価格：2,530 円  

 
ビューステージ ビジコ フェイスローション 

●  4 種のヒアルロン酸（ヒアルロン酸 Na、アセチルヒアルロン酸 Na、加水分解ヒア

ルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）、2 種のコラーゲン（加

水分解コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン）配合で、ベタつかずにしっか

り肌の潤いを保ちます。  

●  肌を柔らかく、ふっくらした状態に保ちます。  

●  界面活性剤無添加、合成ポリマー無添加、紫外線吸収剤無添加、エタノール無添加、

合成着色料無添加、合成香料無添加、シリコン無添加、鉱物油無添加。  

●  ビューステージ  ビジコ  フェイスウォッシュ使用後の保湿にオススメ  

 
＜使用方法＞  

●  洗顔後、手のひらもしくはコットンに適量をとり、優しくパッティングしながらお

肌になじませてください。  
 
＜商品概要＞  

内 容 量：200mL 
税込価格：3,080 円  
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■概要  

発 売 日：2020 年 9 月 16 日（水）  
お 取 扱 い：・全国のアデランス、レディスアデランスのサロン 

・ビューステージ銀座  
・アデランス公式通販サイト  

http://www.aderans-shop.jp 
 

※1  PEG-8、グリセリン、アボカド油、グリチルリチン酸 2K、ゴマ油、ノバラ油、ハチミツ、ヒアルロン酸 Na、海塩、

水添レシチン、ビフィズス菌培養溶解質、スクワラン、オリーブ果実油、ダイズステロール、パパイン、ホホバ種子油、マ

カデミア種子油、PCA-Na、セラミド３、アルギニン、黒砂糖エキス、セラミド２、セラミド６Ⅱ、アスパラギン酸、PCA、

セイヨウキズタ葉 /茎エキス、グリシン、カワラヨモギ花エキス、キハダ樹皮エキス、アラニン、アルニカ花エキス、カニ

ナバラ果実油、キュウリ果実エキス、コメヌカスフィンゴ糖脂質、セイヨウニワトコ花エキス、ゼニアオイ花エキス、パリ

エタリアエキス、オウゴン根エキス、セリン、バリン、クララ根エキス、アセチルチロシン、ローヤルゼリーエキス、ノイ

バラ果実エキス、クズ根エキス、オタネニンジン根エキス、イソロイシン、ダイズ種子エキス、トレオニン、プラセンタエ

キス、プロリン、ボタンエキス、グレープフルーツ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、リンゴ果実エキス、

サクシノイルアテロコラーゲン、チャ葉エキス、ハトムギ種子エキス、水溶性コラーゲン、マグワ根皮エキス、シャクヤク

根エキス、スギナエキス、ワレモコウエキス、トウキ根エキス、オランダガラシ葉 /茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウ

アカマツ球果エキス、セイヨウオトギリソウ花 /葉 /茎エキス、レモン果実エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ

花エキス、ベニバナ花エキス、ヒスチジン、フェニルアラニン、センブリエキス、アロエフェロックス葉エキス、ヒキオコ

シ葉 /茎エキス、クレマティス葉エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、ヒバマタエキス、アロエベラ葉エキス、オドリ

コソウ花 /葉 /茎エキス、カミツレ花エキス、クロレラエキス、サボンソウ葉エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、セージ

葉エキス、トウキンセンカ花エキス、ニンニク根エキス、ハマメリス葉エキス、ブドウ葉エキス、フユボダイジュ花エキ

ス、ホップ花エキス、ヤグルマギク花エキス、リゾレシチン、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁  

 

■『ビューステージ ビジコ』シリーズについて 

＜共通特長＞ 

 音波振動とシリコンブラシで手では落としにくい汚れまで除去  
本シリーズには、手洗いでは落としにくいメイク汚れや皮脂、古い角質など浮き上が

らせることができる音波振動機能を搭載しています。振動レベルは 7 段階から選択す

ることができ、お好きな加減で心地よくクレンジングができます。浮き上がった汚れは、

柔らかいシリコンブラシでやさしく洗い上げ、ブラシの先端を使えば、汚れの落としに

くい小鼻までキレイにケアできます。防水仕様のため、浴室でも使用可能です。  

 使いやすいデザインと充実のカラーバリエーション  
女性が使いやすいかわいらしいデザインで、2 商品それぞれ 4 色のカラーバリエーシ

ョンをご用意しました。毎日のフェイスケアの負担にならないよう、コンパクトで軽い

仕様に設計しています。  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BeauStage VigiCo relax BeauStage VigiCo beauty 

http://www.aderans-shop.jp/
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＜『ビューステージ ビジコ ビューティ』商品特長＞  

 「イオン導出入」機能で有効成分を角質層まで浸透  

『ビューステージ  ビジコ  ビューティ』には、「イオン導出入」機能が搭載されて

います。肌の表面には、外部から異物が侵入するのを防ぐバリア機能が備わっており、

ただ化粧水などをつけただけでは、有効成分は角質層までなかなか届きません。そこ

で、イオン導入により、微弱な電流を流すことで有効成分をイオン化させ、肌の角質

層まで浸透させます。一方、イオン導出では、毛穴に詰まった汚れを吸着させ、洗顔

では落としきれない細かな汚れも除去します。「イオン導出入」は週 2 回程度、洗顔

後の使用をおススメします。  

 ご使用方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜『ビューステージ ビジコ ビューティ』商品概要＞  

発 売 日：2019 年 9 月 4 日（水）  
税 込 価 格：28,600 円  
お 取 扱 い：・全国のアデランス、レディスアデランスのサロン 

・アデランス公式通販サイト  
http://www.aderans-shop.jp 

・ビューステージブランドサイト  
https://www.beaustage.com/ 

＜『ビューステージ ビジコ リラックス』商品特長＞  
 温熱カッサでフェイスラインをやさしくケア  

『ビューステージ  ビジコ  リラックス』には、シリコンブ

ラシが温まる「温熱機能」を備えており、心地よくクレンジ

ングができます。また、本体裏面はカッサ仕様になっており、

くぼみ部分をフェイスラインにあてて優しく動かすことで、

フェイスケアが可能です。  

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 

■顔全体のクレンジング  

洗顔料をよく泡立ててか

ら、顔全体に塗布。ブラシ部

分を濡らし、電源スイッチを
ON。肌に優しくあて、円を
描くように動かします。  
 

■小鼻のクレンジング  

小鼻はブラシの先端部分

を使って、一定方向へ動か

します。  
 
 
 

■洗い流す  

顔をしっかりすすぎ、タ

オルで水分をふき取ってか

ら、化粧水などのスキンケ
ア製品でお手入れしてくだ
さい。  

 
 

■リフトアップケア  

スキンケア製品でお手入れ

した後、先端部分が逆さにな

るように持ち、へこみ部分を
使って下から上へ引き上げる
ようにお使いください。  

 
 

イオン導入時  

電源を入れると青色 LED が点灯し、再度電源を押すと赤色 LED が

点灯。コットンに化粧水をつけて本体にセット。1 か所あたり 10 秒程

度お肌にあて、場所を変えていきます。  

裏面はカッサ仕様に  

イオン導出時  

電源を入れると青色 LED が点灯。コットンに化粧水をつけて本体に

セット。1 か所あたり 10 秒程度お肌にあて、場所を変えていきます。  

http://www.aderans-shop.jp/
https://www.beaustage.com/
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 ご使用方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜『ビューステージ ビジコ リラックス』商品概要＞ 

発 売 日：2019 年 9 月 4 日（水）  
税 込 価 格：19,580 円  
お 取 扱 い：・全国のアデランス、レディスアデランスのサロン  

・アデランス公式通販サイト  
http://www.aderans-shop.jp 

・ビューステージブランドサイト  
 https://www.beaustage.com/ 

 
■「BeauStage（ビューステージ）」ブランドについて  

 当社は創立以来、髪の専門家として髪の悩みを抱

えているお客様をサポートしてきました。その経験や

ノウハウを毛髪だけでは無く、スキンケア、スカルプ

ケア、ボディケア、ヘルスケアなど本質的なトータル

ビューティのサポートに活かす為、先端美容をテーマ

にした「ビューステージ」シリーズを 2016 年  4 月より展開し、ヘアケア商品や美容

機器などを販売しています。「ビューステージ」  は、「ビューティ」と「ステージ」

をあわせた造語で、「美のステージへ導く」という意味を込めています。  

※ビューステージブランドサイト https://www.beaustage.com/ 
 
 

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 

■ 顔全体のクレンジング  

洗顔料をよく泡立てて

から、顔全体に塗布。ブ
ラシ部分を濡らし、電源

スイッチを ON。肌に優し
くあて、円を描くように
動かします。  
 

■ 小鼻のクレンジング  

小鼻はブラシの先端部

分を使って、一定方向へ
動かします。  

 
 
 

 

■ 洗い流す  

顔をしっかりすすぎ、

タオルで水分をふき取っ
てから、化粧水などのス
キンケア製品でお手入れ

してください。  
 
 
 

 

■ エイジングケア※  

スキンケア製品でお手

入れした後、くぼみ部分
をフェイスラインにあ
て、やさしく動かしてく

ださい。首や肩にもお使
いいただけます。  
※年齢に応じた肌ケアのこと  

 

＜報道関係者様のお問い合わせ先＞ 

株式会社アデランス グループ CSR 広報室  
TEL：03-3350-3268 e-mail：pr@aderans.com 

アデランス  ホームページ：https://www.aderans.co.jp/corporate/ 
  ビューステージブランドサイト：https://www.beaustage.com/ 

 
 
 

http://www.aderans-shop.jp/
https://www.beaustage.com/
https://www.beaustage.com/
https://www.aderans.co.jp/corporate/
https://www.beaustage.com/
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