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News Release

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。

冬の美肌レベルを底上げして、大人の肌に
“みなぎるハリ”と“続く弾力”をもたらす
数量限定 ウインターコフレ 『スキンインスパイア』
2019年11月13日（水）新発売
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：斎藤智子）は、冬の冷気と乾燥で弱った大人の肌に
“喝”を入れ、力強いハリと弾力を叶える 5アイテムにプレゼント（ポーチ）をセットした、ウインターコフレ 『スキンインスパイア』
<価格：4,900円 （税込）>を、11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。

【商品概要】
独自原料「サーチュライザーＳ６*1」濃縮美容液『プライマーショット』 を主役に据え、“みなぎるハリ”と“続く弾力”を
目覚めさせるアイテムを厳選したコフレが、数量限定で登場！
肌ダメージが加速する冬は、何より弱った肌状態を立て直すことが肝心。コフレの主役となる高濃度導入美容液
『プライマーショット』は、美肌因子に着目した「サーチュライザーS６」を贅沢に配合し、美しさを芯から底上げします。
その他、コスメサイトの上半期新作ベストコスメを受賞した『ドレスリフト ローション』や発売以来根強い人気を誇るリフト
ケア美容液『リフトジェネシス』他、本気でハリ肌を極める５アイテムをセットにしたスペシャルコフレです。
肌の“美しくなる力”と“ハリ感”の
カギを握る独自原料
*1：「サーチュライザーS６」とは…？
肌本来の美しくなる力（美肌因子）が、加齢とともに減少
することに着目。美肌因子のメカニズムに働きかけ、
力強いハリの実感を引き出してくれるのが、ブドウ新芽由
来の独自原料「サーチュライザーS６」。大人の肌が美しく
あり続けるための注目の原料です。

数量限定

ウインターコフレ 『スキンインスパイア』
価格：4,900円（税込）/4,455円（税抜）
セット内容（写真左から）
【コフレ限定 ハーフサイズ】 ドレスリフト ローション 75mL （化粧水）
【コフレ限定】 プライマーショット 30mL （高濃度導入美容液）
【コフレ限定 ハーフサイズ】 リフトジェネシス 15g （リフトケア美容液）
【コフレ限定】 アフターメイクアップローション 50mL （ミスト状仕上げ用化粧水）
【コフレ限定 3包】 トータルリヴァイタライズ マスク 3包 （肌ダメージケア シートマスク）
（プレゼント） オリジナルフラットポーチ
消費税引き上げにより、10/1(火)より税込価格が、税抜価格プラス10％となりました。
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▶24時間体制 朝・夜のスキンケアステップ
日中用
乳液

※メイク前後や化粧直し、
日中メイクの上から、
リフレッシュしたいときなど

洗顔料
夜用保湿
ジェル・
クリーム

プライマーショット

ドレスリフト
ローション
<ハーフサイズ>

トータル
リヴァイタライズ マスク

リフトジェネシス
<ハーフサイズ>
アフター
メイクアップローション

【商品詳細】
コフレ限定

高濃度導入美容液

▶ 『プライマーショット』 〜ハリが宿る力を与える〜
ハリ感の鍵を握る独自原料「サーチュライザーＳ６」を高濃度配合。
洗顔直後に投入して、美しさの土台を2倍（※）底上げする高濃度導入美容液。
※下記の「キメ状態（細かさ・均一さ）の変化」データから引用

内容量 ： 30mL（約1.5〜2ヵ月分）／目安量：１～２プッシュ分
使用感 ： 肌にすばやくなじみ浸透。吸い付くような柔らかいツヤ肌仕上がり。

主な成分：

白濁した
みずみずしい
エッセンス

サーチュライザーＳ６ ※独自原料

長寿遺伝子サーチュイン６の発現関与

アミノセラミド

うるおい持続

セルメンテナンス

ヒアルロン酸産生促進。代謝を高め、血流を促進

弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、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）

ダマスクローズを
基調とした
幸福感に包まれる香り

＜プライマーショットの連用によりキメが整った＞

※「キメ状態（細かさ・均一さ）の変化」

使用前

化粧水
のみ使用

プライマーショット
＋
化粧水 使用

1週間の運用を比較すると、化粧水のみの使用
に比べ、『プライマーショット』を併用した方が、
キメが細かく均一になったことがわかります。
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コフレ限定
ハーフサイズ

化粧水

▶ 『ドレスリフト ローション』（ハーフサイズ） 〜ハリを届け、行きわたらせる〜
美しさの寿命に着目した独自原料「サーチュライザーＳ６」配合。高浸透処方
で美容成分が行きわたり、弾むようなハリをもたらすエイジングケア化粧水。
内容量： 75mL （約1〜1.5ヵ月分）／目安量：500円玉大
使用感：なめらかなとろみが肌に心地よく広がり、すみずみまで濃密なうるおいが浸透。
なじんだ後は、内側からふっくら弾むようなハリ肌に整えます。

サーチュライザーＳ６ ※独自原料

長寿遺伝子サーチュイン６の発現関与

タイムブレスDN ※独自原料

時計遺伝子の発現関与

発酵コラーゲン ※独自原料

コラーゲン活性

高浸透処方（ラフィノース）

土台構築・浸透促進

主な成分：
ややとろみのある
ローション

ダマスクローズを
基調としたエレガントな香り

弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、オイルフリー、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）
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

コフレ限定
ハーフサイズ

リフトケア美容液

▶ 『リフトジェネシス』（ハーフサイズ） 〜ハリを力強く支える〜
大人の肌に質の良いコラーゲンを与え、コルセットのようにハリ肌をキープ
するリフトケア美容液。
内容量 ： 15g（約1ヵ月分）／目安量： 1～2プッシュ分
使用感 ： コクのある濃密な美容液が、キメのひとつひとつになじみ、肌の内側から引き締まった
ようなハリ感を実感できます。

コクのある
濃厚なエッセンス状

ダマスクローズを
基調としたエレガントな香り

主な成分：

コラーゲン応答ペプチド

SVCT2遺伝子関連成分
コラーゲン産生促進
細胞活性化

ハリ防御エキス

コラーゲン分解抑制
糖化抑制

コメ発酵エキス

コラーゲン・
エラスチン産生

レチノイン酸トコフェリル

シワ改善

ライススプラウトエキス

血行促進

マイオキシノール

肌シワ防止

乳酸菌発酵
セイヨウナシエキス

角化正常化

ハス胚芽エキス

細胞活性

トレハロース誘導体

保湿

アルカリゲネス
ポリマー

ピンとしたハリ感を出す処方

弱酸性、合成香料不使用、無鉱物油、パラベンフリー（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）
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
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コフレ限定

ミスト状仕上用化粧水

▶ 『アフターメイクアップローション』 〜ハリを守り、持続させる〜
メイクの上からシュッとひと吹きして作り上げたハリとツヤのある肌を、
日中コートして守る、ミスト状仕上用化粧水。
内容量 ： 50mL （約2ヵ月分）／目安量：5プッシュ分程度
使用感 ： ジェルがみずみずしいミストになり、なじませた後はべたつかず、しっとり感が持続します。
加水分解ヒアルロン酸

保湿

オウゴン根エキス

外的刺激ブロック、抗炎症

主な成分： エクストラコロイド

さわやかな
フラワーハーブの香り

コフレ限定
３包

日中のダメージ解消（抗酸化）

ハス根水

保湿成分の働きサポート

ロングコート処方

ハリ・ツヤをキープ

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、オイルフリー（香りは天然の成分に
よるものです）

シートマスク

▶ 『トータルリヴァイタライズ マスク』（3包） 〜ハリを集中ケアで強化する〜
肌にハリを与える美容成分を1枚のシートに25mLも贅沢配合した、エステ感覚の
集中トリートメントマスク。天然コットンでワッフル状の厚みのあるシートにたっぷり
と染み込んだコクのある美容液が使うごとにうるおいとハリを与え、弾力に満ちあ
ふれた肌を保ちます。
内容量 ： 25mL x 3枚 （3回分）／目安量：週1〜2回程度
使用感 ： なめらかでやさしい肌触りの上質なワッフル状のシートに、美容液をたっぷりと、ひたひたに含浸。
液ダレもせず肌全体にしっかりフィットします。

主な成分：

ミクロコラーゲン複合体

コラーゲン活性

アミノC複合体

コラーゲン合成サポート保湿

スーパーヒアルロン酸

ヒアルロン酸の2倍のうるおい保持

セラミドDX

バリア機能を助け、水分蒸散防止

海洋性ミネラル

バリア機能を正常化

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、オイルフリー（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）

プレゼント

▶『オリジナルフラットポーチ』
バックの中でもかさばらないフラット型で、
メイクアイテムもすっぽり入るスクエア型ポーチ。
冬らしいハラコ調ファーと柔らかいフェイクレザーのツートン仕様。
・サイズ/高さ15×幅22（約/cm）
・素材/表：ポリエステル、合成皮革 裏：ポリエステル
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■アテニアとは
バブル全盛期の1989年、「良いと言われる化粧品は高くて続けられない」という女性たちの本音を受けとめ、
それまでの化粧品の常識を覆し、「一流ブランドの品質を1/3価格で提供する」という
ブランドコンセプトのもとアテニアは誕生しました。
人生100年時代と言われる現代において「どれだけ美しさの寿命を
のばせるか」を課題にし、この30年間エイジングケアの専門研究を
日々進化させてきました。そして、たどりついた結論は遺伝子。進化し続ける
皮膚科学研究と遺伝子研究を味方に、美しく、イキイキと輝き続ける
一生に寄り添っていきます。
まと
“世界中のすべての女性の毎日に、「上質を纏う幸せ」を”。素肌はもちろん、心まで豊かさを感じることができる毎日でありたい。
そうした想いから化粧品に留まらず、様々なアイテムへと波及し続け、時代をしなやかに生きる女性達を応援しています。

本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社アテニア 営業戦略本部 通販営業部
広告企画グループ PR担当
間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp）
TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459

＜一般のお客様からの商品に関するお問合せ先＞
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 :
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