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神奈川県横浜市中区山下町89-1	

報道関係各位	

『ウインターコフレ  シナジーソリューション』

【商品特長】　この冬だけの５つの特別アイテムで、効果を重ねて冬を感じさせない濃密うるおい肌へと導きます。
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　 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、創業理念である「高品質・低価格・	

ハイセンス」、およびブランドステートメント「おしみなく、うつくしく。」に基づき、革新的な商品を生み出しています。	

２０１５冬限定キット『ウインターコフレ シナジーソリューション』 価格：４,５００円（税込)は、過酷な冬の肌環境にも負けない	

肌作りへ導く全５アイテム+プレゼントのセット。１１月１６日（月）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。	

冬の過酷な肌環境のトラブルをケアして、濃密うるおい肌へ導く５つの特別アイテム

アテニアの「時計美容」理論        に基づき、冬の夜、スキンケアの

最後に重ねるだけで、すべての美容成分の働きを最大化する

新しいアイテム“ミッドナイト美容マスク”登場！！

＜数量限定３０,０００個＞

『ウインターコフレ  シナジーソリューション』  

価格：４,５００円（税込）  数量限定：３０,０００個

『ミッドナイトモイスチャライザー』  価格：３,５１０円（税込）

冬の肌は、乾燥と寒さで傷ついています。乾燥でうるおいが逃げる	

だけでなく、寒さで新陳代謝が下がって、肌に栄養が届きにくい状態に。	

うるおいを生み出す力まで落ちてしまい、与えたうるおいもキープ	

できません。すると、新しい肌の再生も衰えてしまうのです。	

冬の傷ついたデリケートな肌には、まずエネルギーとうるおいを	

たっぷり補給して、今あるダメージをケア。“ミッドナイト美容マスク”が	

冬の真夜中の乾燥と闘い、すべての美容成分をしっかりと働かせて	

しっとり濃密にうるおった新しい肌へと導きます。	

＊１	

２０１５冬限定キット

<冬季限定>ミッドナイトモイスチャライザー        ３０g
<コフレ限定>クリーミィモイスト  パック  ７０g

<限定ハーフサイズ>プリマモイスト  エクストラモイストローション<ハーフサイズ>  ５０mL

<コフレ限定>マイルドリセットソープ  ６０g

<コフレ限定>モイストエッセンス  スティック

<プレゼント品>マルチスマートポーチ

「時計美容」とは昼と夜を点で捉え時計遺伝子に従って	
２４時間変化する体と肌に合わせたスキンケアで、	

睡眠中の肌再生力を最大限に引き上げる美容理論です。	

＊２	

『ウインターコフレ シナジーソリューション』にも入っています。	

＊2	

＊1	

【使用手順】

マイルドリセット	
ソープ	

日中用保湿乳液	

夜用保湿	
ジェル・クリーム	

クリーミィモイスト	
パック（週2〜3回）	

プリマモイスト	
エクストラ モイストローション	

モイストエッセンス	
スティック	

ミッドナイト	
モイスチャライザー	

１１月１６日（月）　同時単品発売＜冬季限定＞

マイルド洗顔	
荒れをケア	

マッサージパック	
エネルギー補給	

高保湿化粧水	
うるおい浸透	

スティック美容液	
バリアをプラス	

ミッドナイト美容マスク	
新しい肌に導く	



主な成分	：	

マリンセラミド	

アラニルグルタミン	

コエンザイムQ１０	

センブリエキス	
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【各商品概要】

▶ミッドナイトモイスチャライザー（夜用美容マスク）…

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（すべてに方にアレルギーが起きないわけではありません）　	

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	
※夜のお手入れの最後に使用。洗い流しは不要です。　	

主な成分	：	
ミッドナイトリリースカプセル　…肌にうるおいを与え、ふっくら整える保湿成分	

スーパーゼニアオイエキス　 …乾燥などの外的ダメージから保護する植物性保湿成分	

▶クリーミィモイスト  パック（保湿マッサージパック）…

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）	

内容量：７０g（約３ヵ月分）※週２〜３回の使用（肌状態に応じて毎日使用可）	
目安量：さくらんぼ大	

主な成分	：	

▶マイルドリセットソープ（洗顔石鹸）…

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

内容量：６０g（約１ヵ月分）　※ソープトレー付	

“ミッドナイトシナジータイム”はアンチエイジングホルモン分泌がピークになり、	
入眠に向けて深部体温が下がり、水分蒸散モードになる時間。	
肌再生がおこなわれるこの時間に集中してサポートする	
ミッドナイト美容マスク。	
	
寝ている間、継続的に肌をうるおいで満たすので、	
冬の真夜中の肌機能を活性化させてスキンケア成分を	
あますことなく肌に閉じ込めます。お手入れの最後に	
塗るだけで、翌朝のハリとうるおいを引き出します。	
寝ている間中、アミノ酸を放出し続ける“ミッドナイト	
リリースカプセル”、日中のダメージを回復させる	
“スーパーゼニアオイエキス”で、いつものスキンケアの	
美容成分がより効果的・相乗的に高まります。	

“マリンセラミド”と“アラニルグルタミン”が乾燥した肌に不足しがちな栄養を	
しっかり補充。さらに“コエンザイムQ１０” が肌エネルギーを高め活性化し、	
美容成分をたっぷり配合したマッサージクリームで肌に活力を与えます。	
また、“アーモンドエキス”がマッサージ効果として、“アミノセラミド”が	
その後につけるスキンケアアイテムのルートを作ってくれるため、浸透力がアップし	
肌の内側からハリを作り、吸いつくような肌へと導きます。	

エネルギーを補給して、美容成分を取り込める肌に。

コフレ限定

冬季限定

特殊カプセルを内包したジェルが美容成分の働きを高め、
冬の美肌をよみがえらす。

やさしく洗いながら、肌表面の荒れをトリートメント。

冬の乾燥荒れで角層がめくれてしまった肌を、美容成分“マリンセラミド”が	
たっぷり含まれた泡でトリートメントするように洗い上げる洗顔石鹸。	
肌のうるおい機能が整った、しなやかな肌に戻します。	
さらに、毛穴やキメの汚れはもちろん、ライトメイクもやさしくすっきり落とす洗浄力を	
持ちながら、肌に負担はかからず本来の素肌力に磨きをかけます。	

快眠へと誘う、ナイトリラックスアロマの香り	

“ミッドナイトシナジータイム”	

マイルド洗顔	
荒れをケア	

ミッドナイト美容マスク	
新しい肌に導く	

コフレ限定

マッサージパック	
エネルギー補給	

肌を柔らかくする保湿・保護成分	

肌を柔らかくする植物性保湿・保護成分	

ハリを与えてふっくら整える保湿成分	

肌の透明感を保つ植物性保湿成分	

肌を柔らかくする保湿・保護成分	

肌を柔らかくする保湿・保護成分	

肌を柔らかくする植物性保湿・保護成分	

ハリを与えてふっくら整える保湿成分	

乾燥などの外的ダメージから保護する植物性保湿成分	

マリンセラミド　	

アラニルグルタミン　	

コエンザイムQ１０　	

アーモンドエキス　	

アミノセラミド　	

…………	

　　　……	

　　  ……	

　 ………	

…………	

………	

　　　…	

…	

　 ……	
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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 :	

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。	
新たに「おしみなく、うつくしく。」 をブラ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、厳選された美容成分を配合した最高品質の化粧品を	
続けられやすい価格でご提供できるブランドとして、お客様ひとりひとりの“想い”に応え続け、 	
これからもアテニアとしてできる提供価値を、未来に向かって拡げてまいります。	

▶モイストエッセンス  スティック（スティック状美容液）…目もと、口もとのバリアを強化。するんととろけて肌を守り抜く。

無着色、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（香りは天然の成分によるものです）	

目安量：適量　※メイクの上からも使用できます。	

主な成分	：	

コメ胚芽油	

ヨクイニンエキス	

アセチルヒアルロン酸Na	

ローズマリー葉エキス	

▶プリマモイスト  エクストラモイストローション<ハーフサイズ>（高保湿化粧水）…

弱酸性、無着色、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（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（すべてに方にアレルギーが起きないわけではありません）　	

内容量：５０mL（約１ヵ月分）／目安量：ディスペンサー３〜４回プッシュ分	

主な成分	：	

プロテオグリカン	

狭浸型ハイドロパワーカプセル	

海洋性ハイドロセラミド	

オーガニックコメヌカエキス	

メープルウォーター	

ラフィノース	

ピュアセラミド	

いつでも、どこでもサッと塗れるスティック状美容液。	
まるでジュレを固めたような体温でとろける新感覚の濃厚美容液です。	
肌本来のバリア機能を塗りたす処方で、水分を多く抱えるオイルがさっと広がって	
素肌を強化しうるおい膜を形成します。	
スキンケアのスペシャルアイテムとしても、乾燥の気になる日中のうるおいケアとしても	
使用できます。	

乾燥した肌に深く濃厚なうるおいを与える保湿化粧水。	
とろみのあるローションが肌に心地よくなじみ、肌のすみずみまでいきわたります。	
高い保水弾力機能をもつ“プロテオグリカン”が体内の水と結合して保湿根本能力を	
目覚めさせ、うるおいが湧き出るスパイラルを形成。さらに独自浸透カプセルが	
肌の奥深くまでうるおいを届け、優れたうるおい保持力で重なり合うような	
うるおいのベールを肌にまといます。	
角層の内側から、うるおいに満ちたもっちりとした柔らかな肌に整えます。	

限定
ハーフサイズ

限定
プレゼント

▶マルチスマートポーチ	
	

ファンデーションからスマートフォンまですべて収納。携帯しやすい	
ストラップ付。上品なホワイトパールカラーがエレガントです。	
ポーチの内側は華やかなピンク。細かいものも分けやすい仕切りが充実。	
カード類も収納できます。	
	サイズ：幅 約１５.５cm×高さ 約１０.５cm×マチ 約１.５cm	

間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp）	

貞末 裕也（sadasue_yuya@fancl.co.jp）	

肌のすみずみまで満たす、
濃厚なとろみの化粧水。

高保湿化粧水	
うるおい浸透	

スティック美容液	
バリアをプラス	

コフレ限定

肌を柔らかくする植物性保湿・保護成分	

しっとりとなめらかな肌に整える植物性保湿成分	

肌にうるおいを与え、ふっくら整える植物性保湿成分	

乾燥などの外的ダメージから保護する植物性保湿成分	

肌にうるおいを与え、ふっくら整える保湿成分	

肌にうるおいを与え、ふっくら整える保湿成分	

肌を柔らかくする保湿・保護成分	

くすみのない肌を保つ保湿成分	

メープル樹液由来成分	

肌のうるおいを保ち、乾燥から守る植物性保湿成分	

皮膚のセラミド類似の保湿・保護成分	
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