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 徹底した低刺激処方を、乾燥をはじめとする肌悩みを抱える現代女性たちへ。肌にやさしいスキンケアアイテム

をお届けしている株式会社メディプラス（本社：東京都渋谷区、代表：恒吉 明美）から、新生活を始める方への贈

り物にもぴったりのギフトセットが登場です。 

 

 化粧水・美容液・乳液・クリームの4役を1本でかなえた「メディプラスゲル」。穏やかな使い心地で、年齢、性

別を問わずお手入れしていただけることから、すでにお使いいただいているお客様より“贈りたくなるスキンケ

ア”というお声をいただいてまいりました。そこでこの度、登場したのが初のギフトセットです。 

 ねぎらいの気持ちを込めて言葉と共に“贈り合う”。大切な誰かと、互いをストレスオフすることを日本の文化

にしたいという思いから誕生しました。人気の「メディプラスゲル」と肌触りにこだわって日本屈指のタオルメー

カーUCHINOとコラボレーションしたオリジナルタオルのセットをはじめ、気軽なミニサイズセット、ミニタオルな

ど全9種類をご用意。贈り物というカタチだけでなく、「ここち、らくちん。」なキモチも一緒に伝えていただきた

いから。ご購入者様がお好きなメッセージを手書きできるカードと、お手渡しできるショッピングバッグ付きです。 

新生活ギフト企画 
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メディプラス ギフトセットが新登場 
 

大切な人の新生活スタートのお祝いに、 
“セルフケア習慣”を贈りませんか？ 

●メディプラスHP ギフトページ https://mediplus-orders.jp/gift/ 

Evidence 

全国7万人の女性たちのストレスを調

査・研究しているメディプラス研究所の

プロジェクト「オフラボ」の調査による

と、朝のスキンケア行動（洗顔、化粧水

など）が副交感神経の機能が優位にし、

自律神経のバランスを保つのに有効であ

ることがわかりました。新生活は緊張の

連続。大切な人に、朝の“セルフケア習

慣”を贈りませんか？ 



＜プレミアムギフト＞ 

ゲルとタオルの贅沢ギフト 5,616円（税込） 

メディプラスゲル180g（約2ヵ月分）／ メディプラス フェイスタオル 

小さいけれど、大切な気持ち。 

かけがえのない人に、特別な気持ち。 

贈りたい相手や、 

シーンで選べるバリエーション 

社会人一年生。旅立つ、大切なあなたへ。 

伝えたいエールの分だけ、たっぷりの「ここち、らくちん。」を 

結婚する大好きな友人へ。ハグのかわりに 異動する同僚へ。感謝の気持ちを込めて 

＜ベーシックギフト＞ 

ゲルとタオルの 

定番ギフト 

4,860円（税込） 

メディプラスゲル

180g（約2ヵ月分）／ 

メディプラス ハンド

タオル 

 

＜プチギフト＞ 

小さなゲルのギフト 

980円（税込） 

メディプラスゲル ポ

ケット20g（約5日

分）／ メディプラス 

ハンドタオル 

Mediplus Original Towel 

肌へのやさしさを第一に、使用感、吸水性、安全性にこだわったスキンケア発想のメディプラスオリジナルタオル。日本

屈指のタオルメーカーUCHINOとのコラボレーションで生まれました。なめらかな肌あたりと優れた吸水性で、摩擦などの

物理ストレスから肌を守ります。繰り返し洗濯しても風合いを損ないにくく、ふんわり感、ここちよさが続くアメリカ綿

「サンフォーキン綿」を使用。適度な柔らかさとボリューム感も魅力です。 
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●メディプラスのギフト アイテム一覧 

＜プチギフト＞ 価格もサイズもかわいい、小さなギフトセット。ちょっとしたプレゼントやご挨拶に。 

＜ベーシックギフト＞大切な人の毎日に、やさしくよりそうメディプラスの定番アイテム。 

＜プレミアムギフト＞肌も心も特別ないたわりで包む、メデイプラスならではの贈り物。 

小さなゲルのギフト 980円（税込）リボン＆ラッピング済 

メディプラスゲル ポケット（オールインワンゲル状美容液）20g（約5日分） 

メディプラス ハンドタオル 素材：綿100％ サイズ：約34cm×36cm 

オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（小） 

小さなスキンケアのギフト 1,200円（税込）リボン＆ラッピング済 

クレンジングオイル ポケット（メイク落とし）20ml（約7日分）／ウォッシュパウダー ポケット（洗顔料）10g（約10日分） 

メディプラスゲル ポケット（オールインワンゲル状美容液）20g（約5日分） 

オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（小） 

小さなタオルのギフト 864円（税込）リボン＆ラッピング済 

メディプラス ハンドタオル 

素材：綿100％ サイズ：約34cm×36cm 

オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（小） 

ゲルとタオルの定番ギフト 4,860円（税込）リボン＆ラッピング済 

メディプラスゲル（オールインワンゲル状美容液）180g（約2ヵ月分） 

メディプラス ハンドタオル 素材：綿100％ サイズ：約34cm×36cm 

ギフトボックス（ハーフ）／オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（中） 

フェイスタオルのペアギフト 3,240円（税込）リボン＆ラッピング済 

メディプラス フェイスタオル × 2枚  

素材：綿100％ サイズ：約34cm×80cm 

ギフトボックス（中）／オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（中） 

洗顔料とタオルのギフト 4,698円（税込）リボン＆ラッピング済 

ウォッシュパウダー 60g（約2ヵ月分） 

メディプラス フェイスタオル 素材：綿100％ サイズ：約34cm×80cm 

ギフトボックス（中）／オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（中） 

ゲルとタオルの贅沢ギフト 5,616円（税込）リボン＆ラッピング済 

メディプラスゲル（オールインワンゲル状美容液）180g（約2ヵ月分） 

メディプラス フェイスタオル 素材：綿100％ サイズ：約34cm×80cm 

ギフトボックス（中）／オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（中） 

バスタオルのペアギフト 6,480円（税込）リボン＆ラッピング済 

メディプラス バスタオル × 2枚  

素材：綿100％ サイズ：約60cm×120cm 

ギフトボックス（特大）／オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（大） 

3つのタオルのアメニティギフト 5,724円（税込）リボン＆ラッピング済 

メディプラス ハンドタオル 素材：綿100％ サイズ：約34cm×36cm 

フェイスタオル 素材：綿100％ サイズ：約34cm×80cm／バスタオル 素材：綿100％ サイズ：約60cm×120cm 

ギフトボックス（大）／オリジナルメッセージカード／ペーパーバッグ（大） 
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● 製品特長 ●  
 

肌にやさしく安心な、低刺激にこだわった成分とテクスチャー。 

1本4役のオールインワンゲル「メディプラスゲル」 
 

・1本4役のオールインワン ／ 滑りがよく、自然に肌になじむゲル。塗布する際の摩擦による肌ストレスの軽減はもちろん、化粧

水・美容液・乳液・クリームのスキンケアが1本で完了し、お手入れ時間も短縮できます。 
 

・9つの無添加成分 ／ 肌の負担になる成分は使用していません（パラペン、フェノキシエタノール、アルコール（エタノール）、

石油系界面活性剤、石油系乳化剤、合成香料、合成着色料、鉱物油、シリコン）。 
 

・玉造温泉水配合 ／ 美肌・姫神の湯で知られる島根県松江市・玉造温泉の温泉水をベースに配合。ミネラルを豊富に含んでいま

す。 
 

・清潔に使えるポンプ式 ／ 可能なかぎり添加物を使わない低刺激処方の「メディプラスゲル」は、雑菌の侵入を防ぐためにポン

プ式の容器を採用。最後まで清潔にお使いいただけ、また毎回、適切な量をご使用いただけます。 

しっかりと肌をうるおし、 

ファンデーションもよれにくく。 

ストレスオフ発想の低刺激処方で 

毎日のお手入れが「ここち、らくちん。」 

メディプラスゲル  

180g（約2ヵ月分）  

通常価格 3,996円（税込） 
 

●使用方法 2～3プッシュを手のひら全

体から指先にたっぷりと広げ、顔全体を

包み込むようになじませてください。 

2016年5月 リニューアル 

RENEWAL! 

POINT 

1 

朝のメイク前も使いやすい！ 

パック成分に着目し 

ベタつかない処方に 

RENEWAL! 

POINT 

2 

うるおい実感が 

さらにアップ！ 

66種類の美容成分 

RENEWAL! 

POINT 

3 

キメを整えて、 

弾力のあるなめらかな肌触りに 

フィッシュプラセンタを新配合 

RENEWAL! 

POINT 

4 

これまで以上に 

肌にやさしく 

天然由来の成分が増加 

美容成分を肌にしっかり閉じ込めるために必要な

パック成分を、新しい配合バランスに。 肌になじ

ませるとウォータリーなテクスチャーに変化して

肌に浸透。ベタつかず、ダマになりにくいので、

ファンデを重ねてもよれにくく、メイクする前の

朝もしっかりお使いいただけるようになりました。 

化粧水・美容液・乳液・クリームの1本4役で、

忙しい現代女性を助ける「メディプラスゲル」に、

さらに保湿＆キメ改善の4種類の成分を新配合し

ました。なんと66種類の有効成分がはたらいて、

しっかりとうるおった、さらなるもっちり肌へと

導きます。 

これまで配合していた動物由来のプラセンタが、

サケから抽出した「フィッシュプラセンタ」にな

りました。肌のキメを整える作用をさらに強化し、

弾力となめらかさをサポートします。 

「メディプラスゲル」がこだわり続ける低刺激処

方と安全性をさらに高めるために、合成成分をさ

らに減らして、天然由来の成分に変更。これまで

以上に肌へのやさしさを追求しました。 
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