
ボディシートとインソールに 
ワンランク上の上質感をプラス 

働く女性のためのシンプリティプラスデビュー 

仕事や習い事、アフター5にデートなど、 

働く女性は様々なシーンでエチケットやファッションに気をつかうもの。 

汗やベタつき、ヒールの疲れや靴のムレなど、気になる不快や不満は尽きません。 

そこで、シンプリティプラスから新提案！ 

上質の基本性能とうれしい+α機能のエチケットで 

働く女性の快適で美しい毎日をサポートします。 
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2008年2月25日 新発売 

左から ： シンプリティプラス  リフレッシングボディシート〈花せっけん〉

シンプリティプラス  リフレッシングボディシート〈恋さくら〉

シンプリティプラス  リフレッシングボディシート〈フレッシュグレープフルーツ〉

シンプリティプラス  リフレッシングボディシート〈スペアミント〉

シンプリティプラス  リフレッシングボディシート〈花せっけん〉（徳用タイプ）

シンプリティプラス  リフレッシングボディシート〈フレッシュグレープフルーツ〉（徳用タイプ）

12枚  ￥273（税抜 ￥260）／（徳用タイプ）36枚  ￥577（税抜 ￥550）
※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です

左から ： シンプリティプラス  
インソール スリム＆フィット（ブラック）

シンプリティプラス  
インソール スリム＆フィット（ピンク）

1足分（2枚入り）／￥787（税抜 ￥750）
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発売背景 

女性が求める機能性が多様化。 
特に働く女性は上質の基本機能と新しい付加価値にこだわる！  

　ボディシートやインソールなど、女性の気になる部分を手軽にケアできるエチケットアイテムは、 

10～20代はもとより30～40代の方にも定番化しています。最近では女性のライフスタイルが 

多様化するにつれ、使用シーンや目的も広がっています。基本機能のほかに快適性やファッション性 

などの+α機能が求められるようになってきました。 

　特に20～30代の働く女性は、物を選ぶ目が肥えた世代であり、オトナの女性のための上質な 

基本機能や新しい付加価値が必要になってきています。 

 
美意識の高い働く女性たちは、 
ボディシートにも美肌効果を求める傾向にあります。  

　もはや定番化したボディシートも、ニオイのもととなるベタつきや汗をさっぱりとふき取るという 

基本機能だけでなく、品質の高さや+αの付加価値が求められています。特に20～30代の働く女性は

肌への関心が高く、「サラサラ肌を持続させたい」「ふき取った後の肌を美しく仕上げたい」「ボディ

シートで肌を傷つけたくない」など、美肌効果や心地よさを重視しています。 

 
働く女性の悩みは深刻。 
インソールにも、快適性とファッション性の両立が求められています。  
　夏はサンダルやミュール、冬はブーツと、オシャレを楽しむ女性の足もとは季節やシーンによって様々

です。しかし会社だから、オシャレのためだからといった理由で、足に負担がかかると分かっていながらも、

無理してヒールのある靴を履くことが多く、「足がイタイ」「疲れる」「歩きにくい」といった悩みが 

尽きません。 
 

　そこで、そんな働く女性が抱える悩みや不満に応え、上質の基本性能に心地よさをプラスした 

シンプリティプラスをご提案。“ちょっとしたケアで、美しく気持ちよく”を応援します。 
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【リフレッシングボディシート】
汗やニオイをふき取り、肌をサラサラに保つだけでなく、美肌成分配合により美しい肌へと仕上げます。 

■天然植物エッセンス ■プラチナ成分 

ジャスミン・ミュゲ・ローズの3大フローラル
をメインに、清潔で透明感のある香りに
仕上げました。やさしく漂い、穏やかな
気持ちにしてくれます。 
 

まるで、もぎたてのグレープフルーツの
果実を切ったときのような、みずみずしく
フレッシュな香り。ほんのりとした甘さ
がオトナの柑橘系です。 

透明感のあるミュゲを中心としたグリーン
フローラルを中心に、嗜好性の高いフルー
ティノートをトップノートに。甘くなりすぎず、
女性らしさを演出します。 

天然のミント由来の香りに加え、若干の
シトラスノートとフローラルを配合。 
清涼感と透明感を両立し、キリッとした
すがすがしい香りです。 

プラチナナノコロイド水溶
液を肌表面に塗布すると、
肌表面に水分を引きつけ
肌表面の水分バランスを
整えることによって肌を
保護し、美しい正常な肌
に近づけ、美肌に仕上げ
ます。 

プラチナナノコロイド 
（－）電位 
 

花せっけん  

恋さくら  

フレッシュグレープフルーツ 

スペアミント　　  

花せっけん フレッシュ
グレープフルーツ

恋さくら スペアミント

商品特徴 

⑤ 爽快なクール感で気分をスキッとリフレッシュ 
女性が一番心地よく感じる爽快感を研究したうえで、メントールの量を調整配合。ちょうどいい

心地よさでリフレッシュできます。なかでもスペアミントは、少し強めの爽快感が得られるように

調整。従来のソフトな使い心地では物足りないと感じている女性も満足させます。 

④ 大判サイズ＆ふんわりやさしい肌あたりの上質な厚手のシート 
20cm×20cmという大判サイズなので、全身に使えます。シートはスパンレース素材の厚手の

ものを採用し、肌にやさしくふんわりとした使い心地です。 

③ 気分によって選べる4種類の香り 
オトナの女性が使用して心地いい香りを採用。花せっけん、恋さくら、フレッシュグレープフルーツ、

スペアミントなど嗜好性の高いものを集めました。 

② 「プラチナ成分」＆「天然植物エッセンス」配合による美肌効果 
プラチナ成分（プラチナナノコロイド）をボディシートに配合することで、肌表面の水分バランスが

効果的に整えられます。また、古くからハーブや漢方にも使われてきた天然植物エッセンス 

（保湿成分）も配合し、肌を美しく仕上げます。 

① 品質重視の働く女性にも納得の基本性能 
汗・皮脂・ベタつき・ニオイをしっかりふき取り、サラサラ肌を持続させます。 

パウダー配合なのに肌や衣類に白い粉が残りにくいタイプです。 

カモミールエキス 

さくらエキス 

グレープフルーツエキス 

ユーカリエキス 

e e



カット線つき 
フリーサイズ仕様 

低反発クッション 
足指つけ根部分に 
合わせるだけ 

この幅が細いデザインが 
女性用の靴では多い 
 

トレンドの靴にもきつくならず 
しなやかフィットの薄型タイプ 

【インソール スリム＆フィット】
足への負担軽減や前すべり防止など、歩行中の不満を解消しつつ、靴のオシャレも楽しめます。 

商品特徴 

② 高いヒールでも前すべりを防ぐ「シリコン加工」 
ヒールの場合、気になるのが前すべり。 

シンプリティプラスのインソールは前部に 

シリコン加工を施してあるので、 

高いヒールでも前すべりせずにキュッとブレーキがかかります。 

① 足指のつけ根に「低反発クッション」がピタッ。足への負担を軽減 
低反発クッションが歩行によって起こる衝撃をしっかりと吸収。 

力がかかりやすい足指のつけ根にフィットしてヒール特有の疲れや負担を軽減します。 

④ パンプスやミュール、サンダルなど様々な女性の靴に対応 
パンプスにはっても厚みのでない薄型タイプ。また、幅もスリムに作られているため、 

デザイン性の高いスリムなパンプスをはじめとしたほとんどの靴に、キレイにフィットします。 

⑥ 気持ちのいいコットン素材＆抗菌加工 
表面はサラサラとしたコットンを使用。履くたびに気持ちよく、素足でもベタつきやヌルつきは 

ありません。また、抗菌加工処理済みなので、清潔に保ち、イヤなニオイも防ぎます。 

⑤ 靴のオシャレ感を損なわないオリジナルプリント 
「インソールを使いたいけど、脱いだら恥ずかしい」 

という女性の声に応え、 

ブラックベースとペールトーンベースの2つのデザインを用意。 

靴のオシャレ感を損なわずに使えます。 

③ はりつけ後も簡単にとりはずせる便利なシールを採用 
万一間違ってはっても再はく離可能粘着剤のシールだから、無理なくとりはずせるため、 

靴を傷つける心配がありません。 



ブランド名 

ターゲット 

発 売 日  

発 売 場 所  

シンプリティプラス 

20代～30代　働く女性 

2008年2月25日（月） 

全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、その他 

アイテム 

容量／メーカー希望小売価格　12枚 ／ ￥273（税抜 ￥260）　（徳用タイプ）36枚 ／ ￥577（税抜 ￥550） 

商品特徴 

汗をふき取るだけじゃない！ 美肌に仕上げる汗ふきシート 
○汗・皮脂・ベタつき・ニオイをしっかりふきとります。　　 
○プラチナ成分と各香調ごとに異なる植物成分の配合により、肌を美しく仕上げます。 
○パウダー配合なのでサラサラした肌が持続、しかも粉っぽさが目立ちません。 
○厚手の上質シート（スパンレース素材）で、肌にやさしく、しっかり包みこむような使用感です。 
○全身に使える大判シート（20cm×20cm）　 
○メントールのひんやり爽快な使用感で肌をスッキリ リフレッシュします。 
○防腐剤フリー処方です。 
 

リフレッシングボディシート 〈花せっけん〉 

リフレッシングボディシート 〈恋さくら〉 

リフレッシングボディシート 〈フレッシュグレープフルーツ〉 

リフレッシングボディシート 〈スペアミント〉 

リフレッシングボディシート 〈花せっけん〉（徳用タイプ） 

リフレッシングボディシート 〈フレッシュグレープフルーツ〉（徳用タイプ） 

 

 

3大フローラルをメインに、清潔で透明感の
ある香り 

もぎたてのグレープフルーツを切ったとき
のような、みずみずしくフレッシュな香り 

ミュゲを中心としたグリーンフローラルを
中心にした、フルーティな香り 

ミントの香りに加え、シトラスとフローラルを
配合 清涼感と透明感のある香り 

アイテム 

容量／メーカー希望小売価格　1足分（2枚入り） ／ ￥787（税抜 ￥750） 

商品特徴 

歩行中の不快感を解消！ しかも、靴のオシャレを損なわずに使えるインソール 
○前部の低反発クッションにより足への負担を軽減します。 
○前部の表面にシリコン加工されているためヒールによる前すべりをふせぎます。 
○はり付け後も取りはずしができ、靴の中敷も傷めない便利なシール（再はく離用粘着剤使用）です。  
○華奢な女性の靴（パンプス・サンダル・ミュール等）に合う、薄型細身でスリムなタイプです。 
○肌ざわりのよいコットンで足をサラサラに保ちます。 
○シンプリティプラス オリジナルのオシャレなプリントデザインです。 
○抗菌加工処理済みなので清潔に保ち、イヤなニオイも防ぎます。　 

インソール スリム＆フィット 〈ブラック〉 

インソール スリム＆フィット 〈ピンク〉 

商品概要 


