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News Release

報道関係各位

冬の24時間、時計美容。
5つの厳選したアイテムで、肌をやわらかくほぐし、

うるおいと美容成分を行きわたらせて、柔らかくツヤやかなバラ肌※へ導くコフレ誕生！

価格：4,500円（税込） 4,167円（税抜）

『ウィンターコフレ バラハダ』

【商品概要】

「冬のくすみ」 「冬のしぼみ」をたちまち吹き飛ばすスペシャルコフレ。24時間肌のうるおいを行きわたらせ、

柔らかくツヤやかなふっくらバラ肌を作り上げます。

冬は乾燥や肌温度の低下など過酷な肌環境により、乾燥やハリ・弾力のなさ（冬のしぼみ）、くすみなど肌悩みの多い

季節。これらの原因に着目して、うるおいや栄養を24時間しっかりと行きわたらせる肌環境を作り、ふっくらとしたバラ肌
を持続させる冬の時計美容プログラムを提案。悩み知らずの柔らかな冬肌へと導きます。

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、冬特有の肌悩みに着目し、

うるおいや美容成分をしっかりと行きわたらせふっくらとしたバラ肌を叶える、数量限定『ウィンターコフレ バラハダ』
価格：4,500円 （税込）＜5アイテムとプレゼント（ポーチ）＞を、11月14日（火）より通信販売および直営店舗にて発売
します。 ※ここで言うバラ肌とは、マッサージで肌を温めてたっぷりのうるおいで満たした明るくツヤやかな肌のこと。

『ウィンターコフレ バラハダ』

①【コフレ限定】モーニングムースウォッシュ 70g  （朝用洗顔料）

②【コフレ限定】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 （高保湿化粧水）

③【コフレ限定】デイエナジーミスト 50mL （保湿美容液）

④【冬季限定】バラハダオイル 45mL （マッサージ美容液）

⑤【秋冬限定】アテニア ミッドナイトモイスチャライザー＜秋冬＞ 30g （夜用美容マスク）

⑥【プレゼント品】アテニア オリジナルポーチ

セット内容

【 「冬のくすみ」 「冬のしぼみ」“ 3大要因”】

① 肌温度が低下し、血流量が減少する
② 冬の乾燥により、夜の肌再生リズムが滞る
③ ターンオーバーが乱れて、角層が肥厚する
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②⑤⑥ ④③ ①

数量限定

温めて肌を
目覚めさせる

日中ダメージから
バラ肌を守り抜く

バラ肌オイルを
注ぐ
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夜の肌再生の間に
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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。

うるおいで
透明感を高める
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▶24時間体制 朝・夜のスキンケアステップ

洗顔料

アテニア ミッドナイト
モイスチャライザー

<秋冬>【商品詳細】

▶ 『モーニングムースウォッシュ』

内容量：70g（約1ヵ月分）朝のみ／目安量：ピンポン玉1個程度
容器を良く振り、必ず頭部を上にした状態で使用。適量（ピンポン玉1個分）を手に取り、
顔全体に広げて洗顔。その後よく洗い流します。

●バラ肌を呼び起こす、濃密な炭酸泡洗顔。

朝用洗顔料

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）

炭酸ガス 血流促進

ライススプラウトエキス 血流促進

イオン化ヒアルロン酸 吸着保湿

セイヨウナシエキス 保湿・角層剥離促進

主な成分：

コフレ限定

▶ 『デイ エナジーミスト』

内容量：50mL（約2ヵ月分）／目安量：5プッシュ程度 1日2回使用
※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ます。乾燥が気になるときいつでも使用可。

●冬のダメージから防御する、ダブルカプセル効果。

保湿美容液

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）

スーパー珊瑚草エキス 保湿・抗酸化・肌荒れ改善

ハイドロパワーカプセル 保湿

ヒアルロン酸内包カプセル 保湿

ライススプラウトエキス 血流促進

ジェル処方 保湿

主な成分：

コフレ限定
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ひと吹きで日中のバラ肌をキープする、保湿美容液。

炭酸の血行促進効果で眠っている肌を目覚めさせる、朝用炭酸泡洗顔料。

ビターオレンジの香り

フローラルハーブの香り

肌も冷えがちなこの時期、弾力のある炭酸泡洗顔で血行促進し眠っている肌をしっ
かり起こして守り、防御モードにします。濃密なムースが角質をやわらかくし、
洗うたびに明るくツヤやかな素肌へと整えます。

「ダブルカプセル」が肌の内側まで浸透し、瞬時にうるおいチャージ。バリア機能を
補って乾燥による冬のダメージを一蹴し、1日中バラ肌を守り抜きます。うるおいに
満ちたしっとり感が1日中持続。日中メイクの上からも使えます。

バラハダオイル

デイ エナジーミスト

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）

モーニング
ムースウォッシュ

※日中いつでも

朝用

乳液

夜用保湿

ジェル・
クリーム



▶ 『バラハダオイル』 冬季限定：2,700円（税込） 2,500円（税抜）

内容量：45mL （約2ヵ月分）夜のみ／目安量：3プッシュ分程度
※容器を振り、2層を混ぜてから使用。化粧水で肌を整えた後、3プッシュ分を手
に取り、マッサージしながら顔全体になじませます。

●「めぐらせ」「ほぐして」冬のくすみにアプローチ。

ダマスクローズを基調とした香り

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）

ローズヒップオイル エモリエント

バオバブオイル エモリエント・バリア機能アップ

スーパーヒアルロン酸 保湿

ゴールデンカモミールエキス 抗炎症

ライススプラウトエキス 血流促進

主な成分：

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（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）

▶ 『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)

内容量： 50mL （約1ヵ月分）／目安量： 3～4プッシュ分
※洗顔後、3～4プッシュ分を手にとり、顔全体になじませます。

コフレ限定ハーフサイズ

プロテオグリカン・狭浸型ハイドロ
パワーカプセル

保湿

海洋性ハイドロセラミド 保湿・保護成分

オーガニックコメヌカエキス 保湿

メープルウォーター 保湿

ラフィノース 保湿

ピュアセラミド 保湿・保護成分

主な成分：
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オイルとエッセンスを組み合わせた、

肌の構造に近いベストバランスの二層式マッサージ美容液。

濃厚なうるおいで透明感のある肌に導く、高保湿化粧水。

マッサージ美容液

高保湿化粧水

オイルとエッセンスのブレンド美容液が、冬の寒さでこわばった肌に浸透して、くすみ
がちな冬肌にアプローチ。マッサージすることでより肌がツヤめき、理想のバラ肌へと
近づく手応えを実感できます。顔の内側から外側、らせんを描くようにやさしくマッサ
ージすることで、さらにふっくらとしたツヤ色肌へと導きます。

●独自の浸透技術でキメを整え透明感を。

濃厚なとろみの「狭浸型ハイドロパワーカプセル」が肌の角層すみずみまで浸透。
乾燥によってできてしまった肌の隙間まですばやくうるおいで満たし、キメを整えて
透明感に満ちた肌へ導きます。

ノバラを基調とした香り

冬季限定

※冬季限定単品販売あり



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。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、「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。

プレゼント

コフレ5品をすっきり収納できる、上質なローズレッドのレザー調
クラッチバック型のポーチ。
ダブルファスナーで全方位取り出しやすく、収納力抜群のポーチです。

▶ 『アテニア オリジナルポーチ』

・サイズ （幅）約17cm×（高さ）約11cm×（マチ）約6.5cm
・素材 表：合成皮革
・素材 裏：ポリエステル
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▶ 『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー<秋冬>』

秋冬限定：3,510円（税込） 3,250円（税抜）

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

●肌再生スイッチにはたらきかけ、翌朝はツヤやかなバラ肌へ。

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

ミッドナイトリリースカプセルW 保湿

ミッドナイトシールドヴェール シールド効果

トレハロース・アミノ酸複合体 保湿

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：

秋冬限定

一晩中めぐる肌再生で翌朝のバラ肌をつくり上げる、夜用美容マスク。

夜用美容マスク

本来、真夜中に自然に行われる肌再生も、冬の寒さや日照不足で体のリズムが
乱れると衰えがちに。そんな肌の再生スイッチにはたらきかけるのが『シグナル
ペプチド』です。回り出した肌再生は朝まで途切れることなく、翌朝のツヤやかな
バラ肌をつくり出します。

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

※秋冬限定単品販売あり


