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報道関係各位 

最適な時間を狙って、革新のメラニンケア。 

真夏でも“続く美白”。芯から深く澄みわたる肌へ。 

価格：4,200円（税込）/3,889円（税抜） 

『アテニア サマーコフレ サインズ オブ ブライトネス』 

【商品概要】 

「夏に美白が効かない理由。それは午後2時の肌温度上昇にあった」。発売から話題沸騰の薬用美白美容液 

「ホワイトジェネシス」、大人気の真夜中用美容マスク「ミッドナイトモイスチャライザー」を中心に肌温度に着目し、 

限定アイテムをラインナップした新発想のサマーコフレが、数量限定で登場！ 

  夏の午後2時は1日の中で最もバリア機能が弱まる時間帯。そのため、外的ダメージが影響で起きた炎症により 

肌温度が上がり、メラニンを過剰に作り出してしまいます。さらに、過剰にダメージを受けた細胞は夜までストレスを 

蓄積。メラニン排出が鈍り、ターンオーバーが乱れるという悪循環が起こります。 

 アテニアの2018年サマーコフレは、“午後2時に肌温度を上げさせない”という新発想のアイテムが充実。肌を“美白 

モード”にシフトさせ、拡散メラニンと闘う薬用美白美容液「ホワイトジェネシス」を核として、24時間適切なタイミングの 

スキンケアで、芯から澄みわたる透明肌に導きます。 

  株式会社アテニア（所在地：神奈川県横浜市中区 代表取締役社長：須釜憲一）は、肌温度が上昇する時間帯と 

メラニン活性の関係に着目し、時間に応じたケアで澄みわたる透明肌に導く4アイテムとプレゼント（ポーチ）をセットした、 

『アテニア サマーコフレ サインズ オブ ブライトネス』<価格：4,200円 （税込）>を、6月13日（水）より通信販売および直営 

店舗にて数量限定で発売します。 

『アテニア サマーコフレ サインズ オブ ブライトネス』 

【春夏限定】アテニア ミッドナイトモイスチャライザー＜春夏＞ 30g （ミッドナイト美容マスク） 

【夏季限定】アイシー デイ ブライター 50mL （保湿美容液） 

【コフレ限定 ハーフサイズ】アテニア ホワイトジェネシス ［医薬部外品］ 15mL （薬用美白美容液） 

【夏季限定】アテニア アイシージェルローションEX 100mL （化粧水） 

（プレゼント）アテニア オリジナルポーチ 

セット内容（写真左から） 
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数量限定 

数量限定 

＜温度とメラノサイト活性率の関係＞ 

UVB照射量（mJ/cm2) 

バリア機能
が下がるこ
とで炎症が
起き、肌温
度は上昇す
る。 

肌温度が低
いほど、 
メラノサイト
の活性は抑
えられる。 

一流ブランドの品質を、１/３価格で提供することに挑戦し続けます。 

＜夏のバリア機能 1日の変化＞ 

（研究所調べ） 

（研究所調べ） 
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ジェネシスブライトナー  
V/Cインジェクター 
ヒマラヤンラズベリーエキス 
マリンコラーゲン 
セントレアエキス 
グリチルチリン酸誘導体 
トレハロース誘導体 
アミノ酸誘導体ノ酸誘導体 

メラニン運搬抑制・排出・生成抑制 
メラニン還元（淡色化） 
糖化抑制 
ターンオーバー活性化 
炎症制抑 
肌荒れ防止 
浸透保湿 
保湿メラニン運搬抑制・排出・生成抑制 

▶24時間体制のサマーコフレ 朝・夜のスキンケアステップ 

洗顔料 

アテニア 
ホワイトジェネシス 
[医薬部外品] 

朝用 
美続乳液 

夜用保湿 
ジェル・ 
クリーム 

アテニア アイシージェル
ローションＥＸ アテニア ミッドナイト 

モイスチャライザー 
<春夏> 【商品詳細】 

▶『アテニア アイシージェルローションＥＸ』 

内容量：100mL（約2ヵ月分） ／目安量：3〜4回プッシュ分 
※洗顔後、いつもの化粧水に置き換えて、顔全体になじませる。 
※冷蔵庫で冷やして使用可。 

化粧水 

 

弱酸性、無着色、合成香料不使用（香りは天然の成分によるものです）、無鉱物油、 
パラベンフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません） 

プルーンM.B ブライトニング 
藤茶エキス ブライトニング 
ツボクサエキス 紫外線対策 
マジョラムエキス ヒアルロン酸産生 
ハイドロパワーカプセル 保湿 
アロエエキス 炎症対策 

主な成分： 

夏季限定 
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増える前に肌温度を下げて抑える、新しいメラニンアプローチ。 

新感覚冷感ジェル状化粧水。 

すっきりさわやかな 
ハーバルローズの香り 

午後２時にバリア機能が低下し、肌温度が上昇する夏。肌は危険を察知してメラニンを 
大量につくる指令を出してしまいます。ひんやり心地よいジェル状のローションが、 
角層のすみずみまで浸透。冷やすことで日中のダメージと闘う化粧水です。 

乾燥が気になるとき、いつでも（午後2時頃） 

アイシー 
デイ ブライター 

▶『アテニア ホワイトジェネシス』＜ハーフサイズ＞[医薬部外品] 

内容量：15mL（約1ヵ月分） ／目安量：1〜2回プッシュ分 
※化粧水で肌を整えた後、顔全体になじませる。 

コフレ限定 ハーフサイズ 

主な成分： 

メラニン運搬遺伝子の発現を抑え、増えて広がり濃くなるシミに 
独自成分「ジェネシスブライトナー」でアプローチ。澄みわたる肌に 
導く薬用美白美容液。 

薬用美白美容液 

加齢と共に睡眠中に分泌されるアンチエイジングホルモンのひとつである「成長ホルモン」が
減少することで、細胞にメラニンを運搬する指令を出す遺伝子「メラニン運搬遺伝子」の過剰
発現により、メラニンが多く運び出され、顔全体にメラニンが拡散。独自原料「ジェネ 
シスブライトナー」配合で、この「メラニン運搬遺伝子」の過剰発現を抑制、メラニンの拡散を
止め、排出を促進し澄みわたる透明肌に導く薬用美白美容液です。 

ほのかなローズの香り 弱酸性、無着色、合成香料不使用（香りは天然の成分によるものです）、無鉱物油、 
パラベンフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません） 



▶『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー<春夏>』  

  3,510円（税込）/3,250円（税抜） 

内容量：30g（約2ヵ月分） スパチュラ付／目安量：パール粒2つ分 
※夜、スキンケアの最後に顔全体になじませる。洗い流しは不要。  

夏の夜でも快眠へと誘う、 
すっきりとしたナイトリラックスアロマの香り 

弱酸性、合成香料不使用、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー（色、香りは天然の
成分によるものです）、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけで
はありません） 

シグナルペプチド 肌再生スイッチ 

エナジーミネラル 保湿 

ミッドナイトリリースカプセルS 保湿 

ミッドナイトシールドヴェール シールド効果 

活性オリーブ葉エキス メラニン、酸化対策・保湿 

グリチルリチン酸ジカリウム 炎症対策 

マリンコラーゲン 保湿・バリア機能アップ 

酵母エキス 保湿 

ライススプラウトエキス 血流促進 

主な成分： 

春夏限定 
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睡眠中の肌再生に着目。一晩中続くエナジーミネラルの働きで、 

メラニンを押し上げて、肌奥にとどまらせないミッドナイト美容マスク。 

※単品販売あり 

ミッドナイト美容マスク 

夏の肌は汗とともにミネラルを失っています。ミネラルが不足すると細胞エネルギーを 
つくり続けることができず、再生力も衰えがちに。配合成分「エナジーミネラル」が 
エネルギー源となり、一晩中、肌再生を回し続け、肌奥に潜むメラニンを角層へと 
押し上げます。 

▶『アイシー デイ ブライター』 1,890円（税込）/1,750円（税抜） 

内容量：50mL（約2ヵ月分） ／目安量：5プッシュ分程度/1日2回程度 
※顔から10～20ｃｍほど離し、目を閉じて適量を顔全体にスプレーし、手のひら全体で 
  軽くおさえるようになじませる。乾燥が気になるときいつでも（午後2時頃） 
※冷蔵庫で冷やして使用可。 

強烈な紫外線や発汗などでダメージを受けやすい日中の肌を守る保湿美容ミスト。 
美容成分をたっぷり抱えたひんやりジェルが瞬時にミスト状になってムラなく密着し、 
みずみずしく澄みわたるような透明肌を保ちます。 

保湿美容液 

弱酸性、無着色、合成香料不使用（香りは天然の成分によるものです）、無鉱物油、パラベンフリー 
オイルフリー 

アイシーラッピング処方 冷却・バリア機能向上 

マリンコラーゲン バリア機能向上 

ラフィノース バリア機能向上 

ゴールデンカモミールエキス 炎症対策 

ゲンチアナ根エキス ブライトニング 

主な成分： 

夏季限定 

ひんやりジェルがミスト状になって肌にムラなく密着。午後2時を 

ピークに日中上昇する肌温度を冷却しながら、バリア機能を強化し、 

みずみずしい透明肌をキープする保湿美容液ミスト。 

すっきりとした 
フローラルハーブの香り 

※単品販売あり 

肌にうるおいを与えて乾燥による小ジワを目立たなくし※、ハリ・弾力に満ちた肌を保ちます。 
※効能評価試験済み  



プレゼント 

1点の曇りもない澄み切った大人の肌を想像させる白色のレザー調ポーチ。 
ミストやメイク品をすっきりコンパクトに収納できます。 

▶『アテニア オリジナルポーチ』 

・サイズ/高さ7×幅15×マチ7（約/cm） 
・素材/表：合成皮革 
     裏：ポリエステル 
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株式会社アテニア 営業戦略室 広告宣伝部 PRグループ 

担当 : 間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp） 

TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459 

アテニア美容相談室 

フリーダイヤル     0120-165-333 

受付時間 9:00-21:00(平日・土）、9:00-17:00(日・祝日） 

HP:   

＜一般のお客様からの商品に関するお問合せ先＞ 本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先 

■アテニアとは 

アテニアは、これまでの常識を打ち破る“高品質・低価格・ハイセンス”を 

コンセプトに、１９８９年に誕生しました。「お客さまとともにある」企業姿勢は、 

四半世紀を経た現在も少しも揺らぐことはありません。「おしみなく、うつくしく。」 

をフラ゙ンドステートメントに掲げ、女性の真の美しさを追求しています。 

 

お客様に最高級の化粧品をおしみなく使っていただきたい。 

そしてさらに美しくなってもらいたい。という“想い”を込めて、 

「一流ブランドの品質」を「1/3価格」で提供することに挑戦し続け、 

多くの女性達の願いを形にしていきます。その“想い”を、 

化粧品に留まらず、女性を美しくする様々な領域へと波及し続け、 

時代をしなやかに生きる女性達を応援していきます。 

mimasaki@fancl.co.jp
http://www.attenir.co.jp

