
2022年10月11日、
様々な分野で活躍するプロフェッショナルの感性により、今を生きる人に
向けたスキンケアの新しいあり方「セルフケアスタイリング」を提唱する
ブランド「SAIL（セイル）」誕生。

“静かな海をゆったりとすすむ、一隻の帆船のように”

心地よい風を受けながら、滑らかにすすむ船のようなリズムで、日々の生活を送りたい。

今、この時代を生きる人たちが美しく、健やかでいられるためには、心と体、両方をケアする必要がある。

高品質な植物原料だけでつくられたスキンケア製品でありながら、今までにない深い香りの体験ができる、

ジェンダーレスなプロダクト。その時々のコンディションに寄り添えるよう、好きな時に、好きなスタイルで、

スタイリングするような感覚で使用できる「セルフケアスタイリング」であること。それが、SAILが目指すプロダクトです。

セントディレクターに山藤陽子を迎え、天然精油のみを使用し奥深く繊細なデザインの香りを実現。

原料を厳選するだけでなく、心地よい使用感を追求するためテクスチュアにも徹底的にこだわりました。

アートディレクター後智仁による、ジェンダーレスなパッケージデザインは、

環境に配慮された素材で構成されています。

また、ナチュラルなライフスタイルをファッション的な視点で体現するスタイリスト長瀬哲郎により、

香りを生活の中でいかにスタイリッシュに使いこなすかを提案。

製品化するまでに三年半の歳月をかけ、時代をとらえるプロフェッショナルな視点の融合から生まれた、心にも体にも、

真の癒しと美しさをもたらすブランド「SAIL」が誕生しました。



SAILが提案する「セルフケアスタイリング」という考え方。

その時々で、こころとからだが必要とするものは違うはず。

コンディションに合わせて、スタイリングするようにセルフケアができるプロダクトを目指しました。

厳選したナチュラルで上質な素材と、特別にデザインされた香りが、いつもあなたを心地よい状態へと導きます。

セントディレクター山藤陽子コメント

「ひと言では語れなくて、なぜか心をとらえて離さない。

何度でもつけたくなる繊細なアコードを持つ香り。

そんな香りをデザインしました。

あなたの旅路の大切な帆（SAIL）となりますように。」

PRODUCT CONCEPT



主な保湿・エモリエント成分（オーガニック原料を使用）

これひとつで、ネイル、ハンド、ヘア、様々な箇所に使用できる、多機能「セルフケアスタイリングオイル」です。天然精油のみ

を使用するだけではなく、精油ひとつひとつのクオリティにも徹底的にこだわり、何度も香りたくなるような奥深い香りを

デザインし、配合しました。シーンや、コンディションに合わせて、お好きな香りを選んでお使いいただけます。また、ベース配

合には厳選したオーガニックオイルを数種ブレンド。植物本来の力で、お肌や髪に潤いを与え、柔軟で輝きに満ちた状態へ

と導きます。深い呼吸とともにその香りを楽しむことで、パーソナルアロマとしてお使いいただくこともおすすめです。いつでも

どこでもスタイリッシュに、すっと、あなたのこころと肌を整えます。

アルガンオイル※1

ホホバオイル※3

マカダミアナッツ※4

モロッコの乾燥地帯にのみ自生するアルガン。その木から抽出したオイルは天然のビタミンEが

豊富に含まれており、エイジングケア※2に適していると言われています。肌荒れを防ぎ、整える効果

が期待できるほか、ヘアケアにも適しており、髪に潤いや艶をもたらすと言われています。

保湿成分が肌に潤いを与えるほか、豊富に含まれるビタミン群が、肌荒れを防ぎ、整えると言われて

います。また、美肌を目指すのに欠かせないミネラルが含まれているだけではなく、紫外線による

乾燥から髪や肌を守るバリア効果も期待できると言われています。

さらっとしたテクスチュアは肌なじみが良く、乾燥から肌を守り、肌を滑らかにするとともに、ヘア

ケアにも優れたオイルです。年齢とともに減少するとされるバルミトレイン酸を含み、肌に艶とハリを

もたらすと言われています。

※1 アルガニアスピノサ核油（皮膚コンディショニング成分）　※2 年齢に応じたケア　※3 ホホバ種子油（エモリエント成分）　※4 マカデミア種子油（エモリエント成分）

VERSATILE SELF OIL（全4種）
ヴァーサタイルセルフオイル　7mL   /   ¥3,960（税込）   16mL   /   ¥5,280（税込）  

ご使用方法  /  乾燥を感じたときや気分転換したいときに、ネイルや両手、両腕、こめかみ、首筋、ヘアなどへ薄くのばして

なじませてご使用ください。こころが整うように香りをデザインしていますので、手の甲に数滴垂らし、薄くのばしてから深い

呼吸とともに香りをお楽しみいただくと、よりその香りの奥行きを体感していただけます。仕事中や外出時、バスタイム、お休み

前、リラックスタイムなど様々なシーンで、それぞれの香りと、オイルの美容効果をお楽しみいただけます。ロールオンタイプ

（7mL）とスポイト式の倍容量ボトル（16mL）をご用意しておりますので、時間や場所を選ばないセルフケアスタイリングが

可能になり、瞬時になりたい自分へと導いてくれるはずです。さらなる保湿効果を得るために、ベースハンドクリーム（別

売り）とあわせてお使いいただくこともおすすめです。



多忙なスケジュールの合間や、あふれる情報に圧倒されそうなとき、ネガティブな

オーラに直面したときに。スパイシーな香りの中に、柑橘系などのスッキリと

した精油を中心にブレンド。気分をリセットして、ニュートラルな自分を取り戻して

くれます。

ベルガモット、ネロリ、パチュリ、ホーリーフ、プチグレインなど

女性特有のイライラや揺らぎを感じたとき、女性性を高めたいときに。美の象徴

ネロリ、ローズを中心に女性性を高めると言われるイランイランやゼラニムを

ブレンド。揺らぐこころに手を差し伸べて、本来の自分に自信を持たせてくれます。

ネロリ、ローズ、イランイラン、ローズゼラニウム、フランキンセンスなど

1日のいろいろを洗い流し、心の静けさを求めるとき、深いリラクゼーションに

入りたいときに。シダーウッドやフランキンセンスなど、様々な樹木の精油をブレ

ンド。森林の中にいるかのようなイメージは、深い呼吸を誘い、こころを癒し整え

ながらときほぐしてくれます。

フランキンセンス、シダーウッドアトラス、ホーリーフ、パルサムペルーなど

光に向かって細胞が開き、新しい何かが芽吹く感覚を欲するとき、1日の始まりを

ポジティブに迎えたいときに。みずみずしくさわやかな柑橘の精油をブレンド。シト

ラスの爽快感あふれるハーモニーが、エネルギーが満ちるような感覚に導き、

気分を前向きにしてくれます。

ベルガモット、オレンジスイート、マンダリン、レモンマートル、グレープフルーツなど

#1 New Day （ニューデイ）

#2 Energy Cleanse （エナジークレンズ）

#3 Love Thyself （ラブザイセルフ）

#4 Let Go （レットゴー）

VERSATILE SELF OIL（全4種）
ヴァーサタイルセルフオイル　7mL   /   ¥3,960（税込）   16mL   /   ¥5,280（税込）  



主な保湿・エモリエント成分（オーガニック原料を使用）

オーガニックのシアバター※1、アーモンドオイル※2、ココ

ナッツオイル※3をリッチに配合。強い乾燥から肌を保護

するとともに、やわらかく、滑らかな状態へ導きます。

また、硬すぎずゆるすぎないテクスチュアは肌になじみ、

ベタつきを抑えていながらしっかりと潤いをキープして

くれます。単体でお使いいただいてもその効果を充分体感

していただけますが、ヴァーサタイルセルフオイル（別売

り）とあわせてお使いいただくことにより、その時々の

気分に合わせてスタイリングした香りがこころと肌をとき

ほぐすとともに、さらなる潤いをもたらします。ヴァーサタ

イルセルフオイルそれぞれの香りと調和するよう、ベルガ

モットとパチュリがほのかに香るようデザインされた、

セルフケアスタイリングのためのハンドクリームです。

ご使用方法 / 乾燥を感じたときやおやすみ前に、適量を手に取り、両手、両腕にのばしてお使いください。ハンドマッサージ

やフットマッサージにお使いになる際は、適量を手に取り、少し温めてから、両腕、両足になじませてください。ヴァーサタイ

ルセルフオイル（別売り）とあわせてお使いいただくことでその時々の気分に合わせた、フレッシュな香りを感じていただくの

もおすすめです。

シアバター※1

アーモンドオイル※2

ココナッツオイル※3

オレイン酸とステアリン酸を豊富に含み、優れた保湿効果を持つだけでなく、乾燥や肌荒れから

お肌を守るバリア機能が、健康な状態へと導いてくれます。

オレイン酸を豊富に含むため優れた保湿効果を持ち、エイジングケア※4に適したビタミンEも

多く含まれるため、乾燥でごわついたお肌をやわらかくする効果があると言われています。

ラウリン酸とエイジングケア※4に適したビタミンEを多く含み、保湿力も優れているため、肌のう

るおいをキープし、やわらかくする効果があると言われています。

※1 シア脂（エモリエント成分）　※2 アーモンド油（皮膚コンディショニング成分）　※3 ヤシ油（エモリエント成分）　※4 年齢に応じたケア

BASE HAND CREAM
ベースハンドクリーム　50g  /  ¥2,970（税込）



主な保湿・エモリエント成分（オーガニック原料を使用）

美容オイルとして名高い、マルラオイル※1とローズヒップ

オイル※2をリッチに配合した、エイジングケア※3に優れた

オイルセラムです。また、これらオイルの美容効果を余す

ところなく感じられるように、厳選したオーガニック原料

を使用。素材と製法へのこだわりが、揺るがない、ハリに

満ちた美しい素肌に導きます。さらに、ネロリを中心に、

パルマローザ、ローズ、イランイラン、フランキンセンス

などの、天然精油のみを配合し、女性性や自信が高まる

ような、官能的な香りのデザインを追求し、ブレンドしま

した。上質な天然オイルだからこそ得られるリッチなテク

スチュアは、乾燥やゆらぎなどのストレスからお肌を

守り、洗練された肌に導くとともに、そのうっとりするよう

な香りを堪能していただけます。肌を本来もつ輝きへと

導く、ヘルシーエイジングのためのオイルセラムです。

ご使用方法  / 〈デイリーケア〉朝、晩の洗顔後、手のひらに数滴垂らして、顔全体にのばしてお使いください。 〈スペシャル

ケア〉フェイスマッサージに使用する際は、手のひらにオイルを適量取り、少しあたためてから、顔全体やデコルテに

マッサージするようになじませてください。深い呼吸とともに、特別にデザインされた香りの効果を感じてください。

マルラオイル※1

ローズヒップオイル※2

オレイン酸を多く含み、スーパービタミンEを含むビタミンEの含有量が、アルガンオイルの3倍とも

言われるなど、美容に優れた成分がふんだんに含まれているオイルです。保湿力にも優れ、ゆらぎが

ちな肌を整える効果があると言われています。

リノール酸を多く含み、肌にうるおいを与えてくれるだけではなく、肌をやわらかくする効果が期待

できると言われています。また、ビタミンCの含有量に優れているため、肌荒れを防ぎ、整える効果が

期待できると言われる美容オイルです。

※1 スクレロカリアビレア種子油（エモリエント成分）　※2 カニナバラ果実油（皮膚コンディショニング成分）　※3 年齢に応じたケア

ULTIMATE OIL SERUM
アルティメイトオイルセラム　25mL   /   ¥ 8,2 50（税込）   



SAIL Off ic ial Online Store

www.sail.style @s_a_i_l___

SAIL Off ic ial Instagram

SAIL Official Online Store 2022.10.11 Open.

SAIL Official Pop-up Store 2022.10.13 - 11.13

東京都港区南青山6-3-14 サントロペ南青山202 NICK WHITE Gallery

SIXIEME GINZA Pop-up Shop 2022.10.19 - 11.1

兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸 神戸店 1階東エスカレーター横 イベントスペース

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92107-0062+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%9D%92%E5%B1%B1%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94+%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9A%E5%8D%97%E9%9D%92%E5%B1%B1/@35.660853,139.7139013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188b66afc4fdcb:0x3fc88e2aee56983e!8m2!3d35.660853!4d139.71609?hl=ja
https://www.daimaru.co.jp/kobe/
http://www.sail.style
https://www.instagram.com/s_a_i_l___/


後  知代  /  To m oyo  U s h i r o

「S A I L」クリエイティブディレクター

2008年設立のデザイン会社WHITE DESIGNをはじめグループ3社のマネージャーとして活動。植物の香りと効果に
魅せられフィトテラピーを学んだのち、今までにないナチュラルスキンケアをつくることを目指し、2018年にSAILの構想
をスタート。2 0 2 2年株式会社S A I Lを設立。素材から徹底的にこだわり妥協、嘘のないスキンケアブランドのあり方を
探求し続けている。

山藤  陽子  /  Yo ko  Ya m a f u j i

パフューマー、セントディレクター

「気持ちいい」をテーマにしたライスタイル提案として、2014年「YORK.」を立ち上げる。2015年、南青山にアポイント制の
サロン「HEIGHTS」をオープン。2021年パフュームブランド「SCENT OF YORK.」をローンチ。上質で気持ちいい暮らしと
生き方という思想のもと、有名サロン、コスメブランド、アパレルなどのブランドコンサルティング、商品企画開発、空間デザイン
やプロダクトデザイン、舞台演出としての調香などを手がける。

長瀬  哲朗  /  Tet s u r o  N a g a s e

スタイリスト、ファッションクリエイティブディレクター

1996年よりスタイリストとして活動を始める。 メンズ・レディスを問わず、国内外の雑誌、ファッションブランドはもちろん、
広告、TV、映画、演劇、音楽、エキジビションなどあらゆる媒体を横断するスタイリストとして活躍。近年は、スタイリスト業務
にとどまらず、ファッションブランドの立ち上げ、企業のブランディング、プロダクトの企画開発、ゲームのディレクションなど、
ファッション視点からの鋭い時代感覚を活かしたクリエイティブディレクターとしても活躍している。 

後  智仁  /  To m o h i t o  U s h i r o

アートディレクター、クリエイティブディレクター

2008年広告代理店博報堂を退社しデザイン会社WHITE DESIGNを設立。2012年さまざまな職種のディレクターを集め
WHITE Co.を設立。2013年デザインプロダクションMILKを設立。広告キャンペーンの設計、商品企画開発、企業ブラン
ディングやスタートアップの立ち上げなどに多く携わる。近年では、アパレルブランドの設計、立ち上げ、ブランディング、店舗
設計なども手がけている。日本財団と渋谷区によるプロジェクト「The Tokyo Toilet」にも参加。

CREATION TEAM

PRESS CONTACT

ご質問、取材や掲載等のご希望は下記担当までお問い合わせ下さい。

竹形 尚子（デイリープレス） / tel. 03-6416-3201 / 090-1531-6268 / naotakegata@dailypress.org

株式会社SAIL　107-0062 東京都港区南青山6-3-14 サントロペ南青山801　Tel.03-6712-5344

PRESS KIT

プレスリリース（PDF）をダウンロードいただけます。

ダウンロード↓

SAIL製品画像をダウンロードいただけます。

ダウンロード↓

https://sail.style/press/sail_press_release.pdf
https://sail.style/press/sail_products.zip



