
 

 

＜Press Release＞ 

2022 年 9 月吉日 

ゼロカーボン
※1

アイテムによるサステナブルな SPA 体験 

台湾発グリーンコスメメーカーの O’right による  

自分にも環境にも優しい「FORMOSA SPA」が日本上陸 
 

9 月 28 日(水)より全国の取扱ヘアサロンでスタート 

～ヘアサロン業界の脱炭素化を目指す「グリーンプロジェクト」の推進に向けて～ 

 

株式会社 b- e x（本社：東京都世田谷区・代表取締役社長：福井 敏浩）は、世界初のゼロカーボン※1

シャンプーを開発した台湾発のグリーンコスメブランド「O’right」から、ヘアケアとスカルプケアを融合させた SPA メニ

ュー「FORMOSA SPA※2」の展開を 2022 年 9 月 28 日よりスタートいたします。 

「FORMOSA SPA」は、ゼロカーボンアイテムを使用したサステナブルなメニューの体験を通じて、脱炭素化に貢献いただ

けます。また、本メニューの展開を機にヘアサロンと協同し、業界の脱炭素化を推進する b- e x の取り組み「グリーンプロ

ジェクト」を付勢させ、グリーンマインド(サステナビリティへの当事者意識)のさらなる浸透を図ってまいります。 

 

※1 ゼロカーボンとは、温室効果ガス（CO2）の「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、排出の合計を

実質的にゼロにすること 

※2 16 世紀半ば、ポルトガルの船乗りが台湾を訪れた際、その自然の美しさに感動し、「美しい島」を意味する「イラ フォルモサ」と名付け

たことが由来 

 

 

 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

b-ex PR 事務局（プラップジャパン内）担当：出口(080-6858-9022) 

TEL：03-4580-9153 E-mail：bex_pr@prap.co.jp 
 

＜貴社誌面上に記す際のお問合せ先＞ 

株式会社ｂ-ｅｘ 〒158-0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ 4 / 1 階 

お問合せ窓口 TEL : 03-6757-7767 〔URL〕https://www.lavido.jp/ 

mailto:bex_pr@prap.co.jp


 

 

■「FORMOSA SPA」はグリーンマインドを世界に広げるツール 

2001 年に設立された台湾のグリーンコスメメーカー「O'right」は、“グリーン革命”(よりよい未来のために世界を変えるこ

と)を明確な企業ミッションとし、ゼロカーボン社会の実現を目指しています。製品を通してグリーンマインドを浸透させるた

め、厳格なサステナブル基準を設け、2011 年には「世界初のゼロカーボンシャンプー」を開発し、現在では全製品のゼロ

カーボン化を達成しています。 

 

「ゼロカーボン社会の実現に向け、台湾国内のみならず世界にグリーンマインドを浸透させたい。」O’right 代表のスティー

ブン氏の想いのもと、世界に目を向け開発されたのが「FORMOSA SPA」です。本メニューは、ゼロカーボンアイテムを使

用し、美髪を育みながらリラクゼーション効果も高めた施術内容になっています。ヘアケアに加え、スカルプケアには台湾

のヘアサロンでは常態的に施術されている東洋医学の経穴(ツボ)の教えを取り入れた台湾マッサージを掛け合わ

せています。台湾ならではのマッサージを体験していただくことでよりよいサービスを提供し、その体験をきっかけに、

O’right 製品の良さやグリーンマインドを伝えられるとスティーブン氏は考えています。 

 

ｂ-ｅｘにおいても、同メニューは O’right のサステナブルな側面だけでなく、機能性の高さを訴求できるものであ

り、既に展開しているホームケアの普及も促進し、昨年より当社が推し進める「グリーンプロジェクト」の後押しをして

くれるものと期待しています。 

 

 

【「FORMOSA SPA」製品特長】 

■サステナブル 

1. 素材(原材料)  

自然由来の素材にこだわり、独自の厳しいガイドラインのもと、さまざまな項目をクリアした成分のみを使用しています。ま

た本来は捨てられるはずの農業廃棄物の使用や、輸送の際に排出されるCO2にも考慮し、原材料はできるだけ現地の

台湾で調達されています。 

 

   

     

 

 

2. 水 

製品に配合されている水は超純水※3 を使用。また水資源の活用を最大化するために、O’right の台湾にある本社・工

場である「グリーンビル」は「水資源リサイクルシステム」を利用し、雨水や工場から出た排水を浄化したものを使用してい



 

 

ます。他にもシャンプーの特徴として、排出されても 97％が 28 日間で分解される生分解性の高い界面活性剤を使用

し、さらに、水の消費量を極力抑えるため泡切れの良い発泡剤に改良。洗い流しやすいので節水効果に繋がり、余分な

水の使用を抑えることができます。一方で泡立ちも良く、泡の粒子も細かいためマッサージしやすいと美容師から高い評価

をいただいています。 

※3 不純物が一般的なものより少ない水  

 

3. ボトル 

使用アイテムはできるだけ環境負担のない 100%リサイクル可能な PCR ボトルを使用しています。消費後にリサイクルさ

れた原料から作られた再生プラスティック(PCR)を使用したボトルを使用することで従来の製品に比べて約 80％もの

CO2 排出を削減することが可能です。 

 

4. ゼロカーボン 

SPA メニューに使用される製品全てが上記の取り組み等により、ゼロカーボン製品となります。環境負担を抑えたアイテム

を使用することで、施術における CO2 の排出量を低減させることができます。 

     

■パーソナライズ 

カウンセリングを行いながら、メニューに沿って頭皮環境や髪の状態に適したアイテムを美容師が選定。マッサージオイル、

クレンジング、シャンプー、トリートメント、スカルプセラム、仕上げにいたるまで、最大 96 通り※4 もの組み合わせから個々

の状態に合わせた施術を行います。 

※4 各導入サロンのアイテム展開による 

 

■台湾マッサージによるヘッドスパ 

東洋医学の 1 つとして台湾国内で広く活用されており、現在では WHO(世界保健機構)でもその治療効果が認められ

ている経穴(ツボ)を取り入れた台湾マッサージにより、頭皮の重要なツボへアプローチし、血行促進、リンパの流れを促し

ていきます。 

その他、マッサージオイルを使用したネックマッサージ、ヘアブラッシング、筋肉マッサージ、軽擦マッサージ等、美しい髪とその

土台となる頭皮を集中的にケアし、心身ともに和らげる癒しの洗髪体験を提供いたします。 

 



 

 

 

【「FORMOSA SPA」施術 STEP】 

施術は頭皮クレンジングのみのクイックなものから、最大７STEP の本格 SPA メニューまで展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★印は SPA 限定アイテム 

 

 

 

STEP1 

準備 

ネックマッサージ＆ 

ヘアブラッシング 

STEP2 

スカルプクレンジング 

STEP3 STEP4 

クレンジング 

シャンプー 

スカルプマッサージ 

STEP5 

集中トリートメント 

STEP6 

スカルプケア 

STEP7 

仕上げ(ヘアオイル) 

★ ★ 
★ 

シャンプー 

全 12 種 

★ 
★ ★ 

★ 

★ ★ ★ 



 

 

【「FORMOSA SPA」専用アイテム】   

 

 

 

 

 

＜STEP1＞ 

オーライト マッサージオイル LG / 100ｍL 【業務用】 

レモングラスのピュアで軽やかな香りのマッサージオイル。肌をやわらげ、柔軟性を保ちます。

ゆったりと心を落ちつかせ、心身共にリラックスさせます。 

 ＜STEP1＞ 

オーライト マッサージオイル GG / 100ｍL 【業務用】 

ジンジャーのすっきりとした香りのマッサージオイル。肌をやわらげ、柔軟性を保ちます。ゆった

りと心を落ちつかせ、心身共にリラックスさせます。 

 

 ＜STEP2＞ 

オーライト スキャルプジェル HK / 240ｍL 【業務用】 

オールスキンタイプのマッサージジェル。厳選されたヒノキパウダー※5 が頭皮の古い角質バラ

ンスを整え、健康な頭皮バランスに整えます。 

 

 

 ＜STEP2＞ 

オーライト スキャルプセラム BB / 240ｍL 【業務用】 

ドライスキンタイプのマッサージジェル。天然竹エキス※6 と、天然カミツレエキス※７、セイヨウシ

ロヤナギ樹皮エキスが頭皮の余分な皮脂や汚れを洗浄し、頭皮の調子を整え、健康な頭

皮のための保護膜を作ります。 

 

 ＜STEP2＞ 

オーライト スキャルプセラム CF / 55ｍL【業務用】 

頭皮悩みが気になる方のためのマッサージエッセンス。エッセンシャルコーヒーオイル※8、 

ジンジャーエキス※9、ビタミン E※10 が頭皮の調子を整え、健康な状態に導きます。 

 ＜STEP2＞ 

オーライト スキャルプセラム BA / 55ｍL【業務用】 

オイリースキンタイプのマッサージエッセンス。藻エキス※11、セロリエキス※12、樹皮エキス※13

が頭皮を健康な状態に整え、オイルバランスを整えます。 

 

  



 

 

 ＜STEP4＞ 

オーライト スキャルプジェル BB/ 240ｍL【業務用】 

角質洗浄を行った頭皮にうるおいを与えるマッサージジェル。天然竹エキス※14、ハイドレー

ティングマグネット※15、クレアチンが頭皮にうるおいを与え、油分と水分のバランスを安定さ

せ頭皮の健康を維持します。 

 

 ＜STEP5＞ 

オーライト ヘアトリートメント MBB/ 70ｍL【業務用】 

ノーマルヘア用のトリートメント。天然竹エキス※14、保湿成分※16、レモングラスエキスが髪

にうるおいを与え、ダメージを補修、うるおいのあるツヤやかな髪に導きます。 

 

 ＜STEP5＞ 

オーライト ヘアトリートメント AB/ 70ｍL【業務用】 

ダメージヘア用のトリートメント。アビシニアンオイル※17、アミノ酸※18 がハリ・コシのある健康

的な髪に導きます。 

 

 ＜STEP5＞ 

オーライト ヘアトリートメント RV/ 70ｍL【業務用】 

カラーケア用のトリートメント。ローズエキス※19、ボタニカルスムージングファクター※20 がカラー

後の髪を補修し、輝くようなツヤとなめらかな指通りに導きます。 

 

※5 ヒノキ ※6 マダケ根茎エキス ※7 カミツレ花エキス ※8 アラビアコーヒーノキ種子油 ※9 ショウガ根エキス ※10 トコフェロール  

※11 アラリアエスクレンタエキス ※12 セロリ種子エキス ※13 マグノリアオフィシナリス樹皮エキス ※14 マダケ根茎エキス ※15 異性化糖  

※16 グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン ※17 クランベアビシニカ種子油  

※18 コムギアミノ酸（小麦由来成分）、ダイズアミノ酸、トレオニン、アルギニンＨＣｌ、セリン ※19 ダマスクバラ花エキス  

※20 グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【スティーブン氏のコメント】 

当社のミッション「グリーン革命(よりよい未来のために世界を変えること) 」の実現達

成には台湾だけでなく、世界中の人々がグリーンマインドを持つことが重要だと考えて

います。そのため、世界のみなさまにより O’right に興味を持っていただるよう提供した

のが「FORMOSA SPA」です。一般向け製品よりさらに浸透力を高めたトリートメン

トや頭皮ケア製品など、機能性を追求した専用アイテムと、海外展開を意識し、海

外でも人気のある台湾マッサージを掛け合わせました。これにより、製品の良さや効果

をより深く実感していただけると考えました。マッサージメニューは台湾では珍しくなく、

一般的なものとして定着しています。製品の良さを実感いただくことで、O’right 製品

に興味を持っていただける、ブランドのメッセージを受け取っていただける。この SPA 体

験を通して、世界中の少しでも多くの皆様にグリーンマインドが伝えられると信じていま

す。 

 

 

【「グリーンプロジェクト」について】 

ヘアサロンから世界のゼロカーボンを目指し、サステナブルな製品である O’right ブランドの展開と共に CO2 排出量削

減を目的としたヘアサロンが今後取り組むべき 24 の項目を「グリーンスコア」として定め、地球にやさしいサロンづくりを行っ

ていくプロジェクトです。また、よりよい未来のため、ヘアサロンを起点として一般生活者のみなさまにグリーンマインドの浸透

を図ってまいります。 

グリーン PJ 公式ページ：https://oright-jp.com/green-project/ 

 

 

【O’rightについて】 

2001年に設立された台湾の美容メーカーです。“グリーン革命”(よりよい未来のために世界を変えること) を明確な企業

ミッションとし、環境にやさしい製品開発を進めています。廃棄された野菜や果物から抽出したデンプンを原料にした

100％生分解性がある“Tree in the bottle”を打ち出すなど、“グリーン革命”につながる“グリーンイノベーション”を継

続的、かつ徹底的に行なっています。2011年には国家標準化機構- イギリスBSIの認証のもとで、世界初のゼロカーボ

ンシャンプーを発表しました。さらに、そのO’rightの取り組みは世界的にも大きく評価され、2021年にグラスゴーで行わ

れたCOP26に参加し、企業理念を世界中に向け、発信いたしました。現在までに世界中で100以上もの賞を受賞して

おり、原料、設計、生産、運送、消費からリサイクルにいたる細部にまで環境配慮を徹底しています。“グリーン革命” を

推進しながら、美容業界内でも環境保全についてリードし、独自素材を活かした製品開発力を強みとしている企業で

す。 

O’right 代表 

スティーブン・コー氏 

 

https://oright-jp.com/green-project/


 

 

https://oright-jp.com/ 

 

【ｂ-ｅｘについて】 

ヘアコスメブランド「Loretta (ロレッタ) 」やヘアカラーブランド「THROW(スロウ) 」で知られるヘアケアの総合メーカーで

す。1975 年の創業以来、美容師とお客様に寄り添った製品提供を目指し、プロフェッショナル製品及び、コンシューマー

向け製品の製造・販売を行っております。「人生に、新しい美の体験を」という新たな理念のもと、2021 年 3 月に旧社

名である「株式会社ビューティーエクスペリエンス」から「株式会社 ｂ-ｅｘ」へ社名を変更。SDGs を経営の柱の一つと

し、長期ビジョンとして「アジア No.1 クリーンビューティー*カンパニー」を掲げています。その一環として、昨年「グリーン革命

(よりよい未来のために世界を変えること) 」をミッションに掲げる O’right 社と資本業務提携し、持続可能な社会の実

現に向けて邁進しています。 

＊クリーンビューティー：人や環境に配慮して開発された美容製品のこと 

https://www.b-ex.inc/ 

 

 

https://oright-jp.com/
https://www.b-ex.inc/

