
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、アクシージア史上最も上質なサロン専売スキン

ケアライン「THE B MAISON（ザ ビー メゾン）」のアンバサダーに『FANTASTICS from EXILE TRIBE』の佐藤大樹さん

と八木勇征さんを起用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の佐藤さんと八木さんのアンバサダー就任を記念して、本日 5 月 11 日（水）よりスペシャルムービーを公開します。

「THE B MAISON」の Key 成分「ユーグレナ」の 2 つのチカラである＜あなたが輝く可能性を与えるチカラ＞と＜美のポテンシ

ャルを引き出すチカラ＞を、佐藤大樹さんと八木勇征さんが美の案内人として、体現する映像となっております。特設ページで

はここでしかみられないメイキングムービーも公開します。 

また、5 月 13 日（金）よりアクシージア公式 Twitter やオンラインショップ、AXXZIA GINZA SIX 店にてオリジナルグッズが

当たるキャンペーンの実施、5 月 16 日（月）からは交通広告の実施を予定しています。 

2 人がムービー内で魅せる＜ファンを笑顔にさせるチカラ＞と＜自身の魅力を引き出し続けるチカラ＞をぜひ感じていただければ

と思います。 

 

■起用背景 

「THE B MAISON」はアクシージア史上最高峰のエイジングケア*1 のためのスキンケアラインです。クレンジングから保湿クリーム

までスキンケアのフルラインで展開し、美容業界で注目されている「ユーグレナ」を Key 成分として配合。ユーグレナには＜あなた
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が輝く可能性を与えるチカラ＞と＜肌が本来持つ美のポテンシャルを引き出すチカラ＞があるとアクシージアは考えます。 

 

今回「THE B MAISON」のアンバサダーに就任いただいた佐藤さんと八木さんの所属する『FANTASTICS from EXILE 

TRIBE』は、グループとしての音楽活動や冠番組・バライエティー番組への出演はもちろん、近年ではドラマ出演など個人のお

仕事でも多岐にわたる方面で活躍している、今最も勢いのあるグループです。 

 

そんな『FANTASTICS from EXILE TRIBE』を引っ張るリーダーの佐藤さん、そしてオーディションを勝ち抜きボーカルとして加

入した八木さん 2 人の＜ファンを笑顔にさせるチカラ＞と＜自身の魅力を引き出し続けるチカラ＞は、ユーグレナの持つ２つの

チカラと共鳴するものがあると感じ、美の案内人として起用する運びとなりました。 

*1 年齢に応じたお手入れのこと 

 

■スペシャルムービー 

佐藤さんと八木さんのアンバサダー就任にあたり、アクシージア公式 YouTube にて、スペシャルムービーを公開します。 

美の鍵を持つ案内人の 2 人が、ユーグレナの二つのチカラとともに、扉の向こう側にある新しい肌体験へと誘います。２人の美

しくミステリアスな表情にご注目ください。 

アクシージア公式 YouTube：https://youtu.be/hGoKeU9yLDA 

 

 

 

 

 

 

 

■メイキング 

今回の撮影は都内のスタジオにて、「THE B MAISON」をイメージしたセットを背景に行われました。 

撮影中は真剣な表情の 2 人ですが、合間には笑顔で言葉を交わしたり、時には冗談を言い合う一幕も。遅い時間まで続い

た撮影ですが、2 人とも疲れを見せず、最後まで現場を和やかな雰囲気でまとめてくれました。 

 

■佐藤さんと八木さんからのコメント 

・「THE B MAISON」のアンバサダーに就任した感想を教えてください。 

―佐藤さん）個人的に化粧品のアンバサダーをやる事を今年の目標に掲げていました。その矢先にいただいたお話だったので、

本当に嬉しかったです！それもプライベートでも仲の良い勇征と一緒に。大変光栄です！！ 

THE B MAISON の魅力を一人でも多くの方に伝えていけるよう精一杯頑張りますのでよろしくお願いします！！ 



―八木さん）こうして化粧品のアンバサダーに就任させていただいたのは人生で初めてのことなのでとても嬉しく思っています！

選んでいただけたことに感謝しながら、THE B MAISON を盛り上げていけるように精一杯務めさせていただきます！ 

 

・美を保つためのあなたの Key ポイントを教えてください。 

―佐藤さん）僕の場合、仕事終わりのサウナが絶対的 Key ポイントです！ストレス解消、免疫力向上はもちろん、美肌効果

が大いに期待できるので、ほぼ毎日通っています！ 

寝るときには特に保湿を大事にしてます！やりすぎくらいにプルプルに乳液を塗って寝るくらいがちょうど良いんです！肌の乾燥は

大敵なので歳を重ねてもずっと美肌でいるための努力は毎日かかせません！！ 

―八木さん）汗を流して老廃物などを身体に残さず常に循環させることが大切だと思っているので、運動やサウナなど、自分が

続けられることで汗を流すようにしています！ 

同時に水を 1 日で 1.5 リットルは飲み、常に身体の流れを意識することが大切だと思います！ 

 

■キャンペーン情報 

①アクシージア公式 Twitter のフォロー＆キャンペーン投稿リツイートでサイン入りクリアファイルをプレゼント！ 

抽選で 30 名様に『FANTASTICS from EXILE TRIBE』の佐藤大樹さんと八木勇征さんのサイン入りクリアファイルが当た

るプレゼントキャンペーンを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施期間：2022 年 5 月 13 日（金）～5 月 22 日（日） 

参加方法： 

・Twitter のアクシージア公式アカウント（＠axxzia_official）をフォロー 

・キャンペーン投稿をリツイート（アクシージア公式アカウントの固定ツイートを参照） 

 

②アクシージア公式オンラインショップでご購入された方を対象に先着＆抽選でオリジナルグッズをプレゼント！  

実施期間：5 月 13 日（金）～7 月 15 日（金）※無くなり次第終了 

内容：先着 300 名様にオリジナルポストカード、抽選で 30 名様に A2 ポスター   

対象商品：「THE B MAISON」シリーズのいずれか 1 品以上 ※1 回のご購入につき 1 個まで 

 

https://twitter.com/axxzia_official


③AXXZIA GIINZA SIX 店で対象商品をご購入された先着 150 名様にオリジナルグッズをプレゼント！ 

実施期間：5 月 13 日（金）開始 ※無くなり次第終了 

内容：先着 50 名様にサイン入りミニ POP、次の 100 名様にオリジナルポストカード 

対象商品：「THE B MAISON」シリーズのいずれか 1 品以上 ※1 商品につき 1 個、おひとり様 1 個まで 

※AXXZIA GINZA SIX 店では感染拡大防止対策を実施しております。 

 

■交通広告 

提示期間：2022 年 5 月 16 日（月）～5 月 22 日（日） 

掲示場所： 

・ゆりかもめ トレインチャンネル（ゆりかもめの新型車両 7500 系の車内サイネージ） 

・東京臨海高速鉄道りんかい線 国際展示場駅（駅内階段側面） 

※駅、鉄道係員へのお問合せはご遠慮ください。 

 

■プロフィール 

・佐藤大樹 

1995 年 1 月 25 日生まれ。埼玉県出身。 

FANTASTICS from EXILE TRIBE リーダー。 

2011 年から俳優、サポートダンサーとして活動を開始。 

2014 年 に 日 本 武 道 館 に て 開 催 さ れ た 「 EXILE PERFORMER BATTLE 

AUDITION」FINAL にて EXILE 新パフォーマーに決定し、EXILE に加入。2016 年

12 月 29 日、世界とともにリーダーを務める「FANTASTICS」を結成。 

▶佐藤大樹 公式 Instagram：https://www.instagram.com/taiki_sato_official/  

 

・八木勇征 

1997 年 5 月 6 日生まれ。東京都出身。 

FANTASTICS from EXILE TRIBE ボーカル担当。 

2017 年 5 月～12 月に約 3 万人が参加した「VOCAL BATTLE AUDITION 5 ~

夢を持った若者達へ~」に合格しボーカルとして加入。2018 年 12 月 5 日、「OVER 

DRIVE」でメジャーデビュー。 

▶八木勇征 公式 Instagram：https://www.instagram.com/yuseiyagi_official/  

 

■制作スタッフ 

【企画制作】ラ・クレタ＋佐々木広告事務所／CD＋C：佐々木繁和／AD：佐々木渉／Pr：越山直紀、野澤千里【映像制作】

Pr：大谷竜彦（東映シーエム）／PM：菅原椋平（東映シーエム）、菅原夏海（東映シーエム）／演出：ナガヤマシゲキ／

撮影：宮本佳史／照明：佐藤歩／音楽：一宮伸聡（エイトビート）／編集：長尾景信（東映シーエム）／MA：メディアシ

ティ銀座【GF 制作】Pr：藤家啓示（カリタス）／カメラマン：齋藤剛志／レタッチャー：鈴木義大／美術：藤枝智美（KUCCA）

／プリントディレクター：大関透（小倉美術印刷）／CAS：木村恒喜（タレントパワー）【出演】佐藤大樹（FANTASTICS 

from EXILE TRIBE）／八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）／REIKA 

https://www.instagram.com/taiki_sato_official/?hl=ja
https://www.instagram.com/yuseiyagi_official/


■THE B MAISON シリーズについて 

エイジングケア*1 を楽しみたい大人世代に向けたアクシージア史上最も上質なサロン専売スキンケアラインです。豊富な美容成

分を含む「ユーグレナエキス」と、様々な環境要因を受け過敏になった肌にハリを与える「ペプチドコンプレックス*2」が肌の様々な

お悩みにアプローチ。厳選された美容成分と高揚するような芳醇な香りで毎日のスキンケアを特別なひと時へ導きます。 

*1 年齢に応じたお手入れのこと 

*2 ステアレス－２０、Ｎ－ヒドロキシコハク酸イミド、クリシン、パルミトイルトリペプチド－１、パルミトイルテトラペプチド－７ 
 

＜ラインナップ＞ 

・THE B MAISON クレンジング＜クレンジング＞120g 5,500 円（税込） 

・THE B MAISON フェイスウォッシング＜洗顔フォーム＞110g 6,600 円（税込） 

・THE B MAISON ローション＜化粧品＞115ｍL 9,900 円（税込） 

・THE B MAISON エッセンス＜美容液＞30ｍL 12,100 円（税込） 

・THE B MAISON エマルジョン＜乳液＞110ｍL 12,100 円（税込） 

・THE B MAISON クリーム＜保湿クリーム＞30g 14,300 円（税込） 

 
 
■アクシージア公式 SNS・WEB 
・キャンペーン特設ページ： 
https://axxzia.co.jp/special/theb/ 
 
・アクシージア公式 Twitter： 
https://twitter.com/axxzia_official 
 
・THE B MAISON 公式 Instagram： 
https://www.instagram.com/the_b_maison/  
 

■アクシージアとは 

アクシージアは、2011 年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016 年に「目もとエステのエッセンスをホー

ムケアへ」というコンセプトで開発された＜ビューティーアイズ＞シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、香港、台

湾、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ロシアなどでも展開しています。日本国内では、直

営店舗の「AXXZIA GINZA SIX 店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいて

います。 

 
《本件に関するお問い合わせ先》 

株式会社アクシージア 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-3-1 新宿アイランド・ウイング 2F 

TEL：03-6304-5840 URL：https://axxzia.co.jp/  

 

https://axxzia.co.jp/special/theb/
https://twitter.com/axxzia_official
https://www.instagram.com/the_b_maison/
https://axxzia.co.jp/

