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④紹介意向	

1)紹介したいと思った	

2)すこし紹介したいと思った	

3)どちらとも言えない	
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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、 不規則な生活や乾燥する職場 
環境など、厳しい肌環境で働く、現役国際線CA100名（30〜40代）に対して、「商品使用モニター調査」「肌悩み調査」を 
実施。調査では肌悩みから「しっかりお手入れしてもスキンケア効果が出ない」など、美意識の高いユーザーでも肌悩み 
が尽きないことが分かりました。そこで、「時計美容」*の考えをもとに作られたアテニアのミッドナイト美容マスク『アテニア 	

ミッドナイトモイスチャライザー<秋冬>』を、夜の普段使っているスキンケア商品の最後に使用してもらい、不規則な生活を	

送るCAの肌改善ができるかについて調査をしました。	

■調査方法  　WEB調査 
 
 
■調査内容  　「商品使用モニター調査」「肌悩み調査」   
■試用期間  　2016年6月9日（木）～ 2016年6月22日（水） 
■調査期間            2016年6月24日（金）～ 2016年6月26日（日） 
■調査エリア　　  　首都圏 
■調査対象者  　30～46歳、女性、現役国際線CA 
■サンプル数　  　100ss 
■調査会社  　株式会社CAスタイル 
■集計・分析会社    キコマーケティング研究所有限会社 

〈リサーチ概要〉

『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー<秋冬>』	
価格：3,510円（税込）	

現役国際線ＣＡが商品満足度100％と評価

新商品『アテニア  ミッドナイトモイスチャライザー<秋冬>』  CA100名による使用感リポート

「寝ている間に綺麗になれる！」  「目覚めたとき、お肌にふっくら感があった！」
「乗務中、到着までしっとりが続いたので流行らせたい！」など喜びの声多数！

<調査結果>
「商品使用モニター調査」	

（ＣＡモニターに『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー<秋冬>』を 
 2週間使用してもらいアンケートに回答） 

結果1)  「効果」「満足感」「リピート意向」「紹介意向」に対する回答では、
　　            全ての項目でTOP２の(1)当てはまる、(2)やや当てはまるの合計が90％を超えた。

2016年8月29日	

株式会社アテニア	
〒231-0023	

神奈川県横浜市中区山下町89-1	

NEWS!!	

結果2)肌悩み調査1位は「乾燥・カサつき」。100人中86人が改善されたと回答。（複数回答有り）
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①効果実感	

1)調子が良くなった	

2)やや調子が良くなった	

3)どちらとも言えない	
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　　	 乾燥・カサつき	

ハリ	
しわ・小じわ	
化粧ノリ	

シミ・そばかす	

きめ	

くすみ	

毛穴	

その他	

過酷な肌環境で生活しているCA100名の肌悩み調査で1位となった	

「乾燥・カサつき」。商品を使用してから、どんな肌悩みが改善された	

かの調査では「乾燥・カサつき」と答える人が最も多く86.0％、	

次に「ハリ」「しわ・小じわ」の順となった。	

キャビンアテンダント	

※CA100名は、モニター期間中通常のフライト勤務をしています。	

<肌悩みが改善された項目>	

*「時計美容」とは、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。	

◆	

64% 

36% 

②満足感	

1)満足感が得られた	
2)やや満足感が得られた	
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③リピート意向	

1)また使ってみたい	
2)やや使ってみたい	
3)どちらとも言えない	
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結果3)どんな効果が得られたかの問いに対して1位は「日中、乾燥しない」。2位は「目覚めたときの
                    うるおい」。過酷な肌環境でも肌の生まれ変わりを感じる結果に。

Q、商品を使用してからどんな効果を得ましたか。	

1位　日中、乾燥しない

2位　目覚めたときうるおいがある

3位　翌朝の化粧のりが良い

99%

98%

97%

乾燥しがちな機内でも乾燥しない肌に生まれ変わったと	

回答したCAが一番多い結果となった。回答内容から、	

ほぼ全員のCAが不規則な生活の中でも商品を使用した	

ことにより肌の生まれ変わりを実感している。	

◆	

フライト早朝便、	
前日の睡眠時間	

平均  5  時間

フライト終了後、	
休日の睡眠時間	

平均  8  時間

結果1)フライトの状況で、時差や生活リズムが大きく変わるため、睡眠時間に大きな差が生まれる結果に。

フライト状況によって1日のリズムが大きく変わるCA。	

睡眠時間も休日とフライト前では大きく差がある結果に。	

不規則な生活リズムのために、肌の生まれ変わりが	

うまくできていない状況を作り出している要因になって	

いるのでは。	

ほとんどが「生活リズムの乱れ(不規則な生活)」や「職業柄、肌(顔)が乾燥しがち」と感じており、全員が「生活	
リズムの乱れ、不規則な生活をしている人に合ったスキンケア化粧品が欲しい」と答えていた。	
また、87.0％が「スキンケアにはお金をかけていると思う」と答えており、91.0％が「いままでに色々なスキンケア	
化粧品を使ってきた」と回答し、CAのスキンケアリテラシーの高さが分かった。	

生活リズムの乱れ、不規則な生活をしている人に合ったスキンケア化粧品が欲しい

生活リズムの乱れ(不規則な生活）を感じている

職業柄、肌（顔）が乾燥しがちである

睡眠の質が悪いと感じている

いままでに色々なスキンケア化粧品を使ってきた

スキンケアにはお金をかけていると思う

スキンケアは大切と思いながら、つい面倒になり手を抜いてしまいがちになる

n= 100 	 	 ※	 TO P２を表示
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結果2)全員が、不規則な生活をしている人にあったスキンケアが欲しいと回答。

フライト状況での時差や忙しい毎日で不規則な生活を送っているＣＡ達は、肌悩み調査でも「生活リズムの乱れ 
(不規則な生活)」「職業柄、肌(顔)が乾燥しがち」と感じていた。その不規則な生活から起きる肌悩みを改善する 
ために、多くのCAが色々なスキンケアを試しているが、なかなか効果を感じることができないことが多くあるため、 
全員が「生活リズムの乱れ、不規則な生活をしている人に合ったスキンケア化粧品が欲しい」と答えていた。 
そんな中でモニター商品『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー<秋冬>』を使用した全員が効果を実感し、 
100%の満足を得る結果となった今回の商品モニター使用調査。本回答者の91%が、「いままでに色々な 
スキンケア化粧品を使ってきた」。87.0%が、「スキンケアにはお金をかけていると思う」という人達だった。 
スキンケアのリテラシーが高い人達からの評価だった点も、高評価の有意性を裏付けるものとなった。	

現役国際線ＣＡ100名へのモニター調査結果からわかったこと
キャビンアテンダント	

「肌悩み調査」  	
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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、「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。	

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。	

︎アテニアとは	

	
■商品名： 『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー<秋冬>』 （ミッドナイト美容マスク）	

■価格　 ： 3,510円（税込）	

■内容量： 30g（約2ヵ月分）	

■発売日： 2016年9月20日（火）　秋冬限定発売	

■商品概要：肌再生効率が高まる真夜中に「肌再生スイッチ」を押し、肌細胞に直接“肌再生スタート”の	

                 シグナルを伝える「シグナルペプチド」が肌再生を起動させます。また、大小2種類のカプセルで	

　　　　　　　　構成された「ミッドナイトリリースカプセル」で一晩中細胞をミルフィーユ状のうるおいで包みこみ、	

　　　　　　　　細胞のエネルギー産生を促進。これらの機能により、再生効率を最大化。寝る前に塗るだけで	

　　　　　　　　いつものスキンケアの効果を最大化し、翌朝には、かつてない肌密度の高い生命力に満ちた	

　　　　　　　　肌に生まれかわります。	

	

	

	

	

	

	

〈モニター商品〉

使用ステップ	
洗顔料	

夜用保湿	
ジェル・	
クリーム	

アテニア ミッドナイト	
モイスチャライザー<秋冬>	

化粧水	

※寝る前、夜のお手入れの最後に使用。洗い流し不要。	

<夜>	

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	


