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スウェーデン発 美容機器ブランド FOREO  

フェイスマスクの常識を変えた*、「UFOシリーズ」から 

先端技術を駆使した 2WAY フェイスシートマスクが 10月 8日誕生 
 

 

スウェーデン発の革新的美容機器ブランド FOREO の日本法人である FOREO 株式会社（本社：東京都千代田

区、ジェネラルマネージャー:ダボ・ソルド(Davor Soldo)）は、フェイスマスクの常識を変えた*革新的 UFO シリ

ーズから、先端技術を駆使した 2WAY フェイスシートマスクを 10 月 8 日から発売開始いたします。 

FOREO が大切にしている、”個性やそれぞれのライフスタイルの尊重”。ゆったりとした時間を楽しみたい 20

分間と、時短を叶えながら最高の自分を演出する 2 分間の両方をサポートできる２WAY フェイスシートマスクで

す。2 分間モードでは、UFO デバイスと一緒に使用することで効率的に天然由来成分を、角質層の奥まで届けま

す。輝く自分を演出するために、大切な時間をどのように過ごすか自身で決めることができる時代です。この機

会にぜひ、お試しください。 

*UFO デバイスを使用し、90 秒~2 分間でフェイスマスクを完了させること 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOREO UFO フェイスシートマスク(ブルガリアンローズ ／  マヌカハニー／ アサイベリー ／ココナッツオイル／グリーンティー） 

2,200 円(税込) 1 箱 3 枚入(20g / 1 枚あたり)    
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【その日の気分で選べる！2 タイプのフェイスマスクの使い方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最短 2 分で完了。時短と効率重視な自分 

1)肌にフェイスマスクをのせてください。 

2)UFO™デバイスを起動させ、FOREO アプリと連動。アプリ上で

フェイスマスク選択すると、デバイスが自動でマスクに最適化。

心地良いトリートメントを開始します。 

お好みでカスタマイズすることも可能です。肌のコンディション

や季節によって、お楽しみください。 

3)フェイスクリームなどで、マスクのエキスを封じ込めて完成。 

 

 

20 分の豊かな時間 リラックスモードな自分  

1)肌にフェイスマスクをのせてください。 

2)20 分間、読書や入浴・ヨガをしたり音楽を聴いたり…ゆったり

した時間を過ごしてください。（オススメ：肌を指でタッピン

グ、手のひらでやさしくプレスなど） 

3)20 分後、フェイスマスクを取り外しなじませます。 

4)フェイスクリームなどで、マスクのエキスを封じ込めて完成。 

 

【フェイスマスク 商品特徴】 

ナチュラル成分をふんだんに配合した、Farm To Face Collection

から FOREO スウェーデンの先端技術を駆使した、ライフスタイ

ルに合わせて２WAY で使用可能なフェイスマスクが登場。海外

各地で育てられた特徴的な天然成分をベースに作られたフェイス

マスクで、ナチュラルビューティに。 

 

UFO デバイスを使って 

時短を叶える 2 分マスク 

20 分の豊かな時間 

リラックスモードな自分

UFO デバイスを使って 

時短を叶える 2 分マスク 
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✔世界中の豊かな自然を、肌で感じて 

ニュージーランドからブラジルまで、世界中のプ

レミアムな天然成分を探し出し、スマートマスク

に閉じ込めました。 

 

✔POTENT & NUTRIENT-RICH FORMULA 

栄養価の高いグリーンスムージーのように、それ

ぞれのマスクには世界中の豊かな植物の力を感じ

る処方に。肌もココロも健やかに。天然由来成分

90%以上配合。 

 

✔ECO-FRIENDLY & BIODEGRADABLE TENCEL FABRIC 

Farm to Face シリーズマスクは、100%天然由来のシートマスクです。テンセルという素材を採用することで、生分解性で環

境にやさしいシートマスクを実現しました。 

 

ECO-FRIENDLY & BIODEGRADABLE 

ユーカリの木から抽出した、天然セルロースを使用。とてもなめらかなテンセルシートマスクは、製造工程上のエネルギーや

天然資源の使用量が少ないのも特徴。生分解性を備え、環境にもやさしいシートです。 

MOISTURE ABSORBENT 

究極のエコ素材であるテンセルは、通気性を持ち、綿に比べて 50％以上の吸湿性があります。 

ULTRA-SOFT& LIGHTWEIGHT 

テンセルはとても柔らかく、軽量で快適な素材。表面はスムーズでなめらかなテクスチャーで、顔の形にフィットしやすいこ

とも特徴です。 

 

【フェイスマスク 商品詳細】 

各フェイスマスク 3 枚入り 2,200 円（税込） 

 

 

【Bulgarian Rose】 From Bulgaria 

ブルガリア産ローズウォーター配合で*1 高貴な香りと共に肌にうるおいを与

え、ホホバ油*2 がしっかり保護し、やわらか肌に。 

 

*１ダマスクバラ花水 *２ホホバ種子油（保湿成分）  

 

【Green Tea】 From Japan  

日本の緑茶から抽出したチャ葉エキス*1 とハルニレ根エキス*2 を配合。 

爽やかにリフレッシュした、クリーンで輝く肌に。 

*1 チャ葉エキス（整肌成分）*２ウルムスダビディアナ根エキス（保湿成分） 
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【Manuka Honey】 From New Zealand   

ニュージーランド産の濃厚なマヌカハニー*１とカモミールに含まれるアラントイン

*2 を配合。もちもちのなめらかな肌に。エイジングサイン*3 が気になる肌や、敏感

肌にも。 

*１ハチミスエキス（保湿成分）*２アラントイン（整肌成分）*3 年齢に応じた肌状態 

 

 

【Acai Berry】 From Brazil   

スーパーフードの代表、ブラジル産アサイベリー*1 とシアバター*２を配合。肌に

ハリを与え、透明感のあるキメの整った肌に。 

*１アサイヤシ果実エキス（整肌成分） *２シア脂（保湿成分） 

 

 

【Coconut Oil】 From Indonesia   

インドネシア産ココナッツオイル*１とココナッツウォーター*2 をふんだんに配合。

乾燥によるダメージ肌にたっぷり潤いを与えます。 

*1 ヤシ油 *２ココヤシ水（保湿成分） 

 

 

 

【UFO 商品特徴】 

フェイスマスクを最短 90 秒で完成。次世代スマートマスクデバイス UFO 

LED ライトによるトリートメント／T-Sonic 振動／温熱・冷熱テクノロジーが融合し、最適な

メニューを組み、マスク成分を余すとこなく最短 90 秒で肌になじませます。 

✔ 光美容 LED ライトを搭載 

✔ Thermo-Therapy - 20ー50℃の温熱モード 

✔ Cryo-Therapy - 5－20℃の冷熱モード  

✔ T-Sonic™ pulsations - 毎分 10,000 回の振動 

✔ カスタマイズ機能 FOREO のアプリで LED ライト、温熱冷熱、振動有無をカスタマイズし、

その時の肌の調子や気分にあわせ、自分好みのマスクトリートメントを。 

 

【商品概要】 

●ブランド名：FOREO 

●製品名：FOREO UFO フェイスシートマスク(ブルガリアンローズ ／  マヌカハニー／ アサイベリー ／ココナッツオイル／グリーンティー） 

●価格：2,200 円(税込) 1 箱 3 枚入(20g / 1 枚あたり) ●発売日：2021 年 10 月 8 日 

 

●製品名 UFO (フクシア/ミント)  ●価格:29,700 円（税込） ●付属品 :UFO2 スタンド、USB 充電ケーブル  

●サイズ/重量 : 72.5 mm x 31.4 mm/146.2g ●発売日：2020 年 3 月 27 日 

 

 

【FOREO 掲載に関するお問合せ】 

FOREO 株式会社 東京都千代田区麹町 6-6-2 WeWork 東急四谷ビル  メディア掲載用番号：FOREO お問合せ 050-1744-4578 

PR マネージャー寺山小弥子 sayako.terayama@foreo.com 

FOREO 公式 HP：https://www.foreo.com/ja              FOREO 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/foreo_jp 
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