
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  リフトジェネシス』
容量：30g
価格：5,000円（税込）/4,630円（税抜）

2017年10月17日（火）新発売	

大人女性の多くが、あるとき突然陥る「急転直下エイジング」に。

肌を重力から解放する「SVCT＊1  2遺伝子」に着目。

強靭なコラーゲンの柱で、奥底から湧き上がるハリ肌へ導く、新リフトケア美容液誕生！

『アテニア  リフトジェネシス』
  LIFT  GENESIS＊2

株式会社アテニア	
〒231-0023	

神奈川県横浜市中区山下町89-1	

2017年9月27日	

News Release	

報道関係各位	

　 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、リフトケア美容液	

『アテニア リフトジェネシス』<価格：5,000円(税込)>を、10月17日（火）より通信販売および直営店舗にて新発売	

します。	

【商品概要】

独自の「ジェネシスアプローチ」で誕生前のコラーゲンの質を変える、「SVCT2遺伝子」に着目。ハリに

満ちた肌に導く、新リフトケア美容液登場。

①独自原料「コラーゲン応答ペプチド」により、加齢により減少しがち	

なコラーゲン関連遺伝子「SVCT2遺伝子」の発現を高めて、誕生前	

のコラーゲンの質を変え、太く強靭なコラーゲンで肌を満たします。	

（学会発表済み） 	

②「ハリ防御エキス」が、日中ストレス（活性酸素）を無毒化する酵素	

ＰＲＤＸを高め、コラーゲン誕生プロセスの阻害を抑制し、質の高い	

コラーゲンの誕生をサポートします。	

【商品特長】

アテニアの独自調査により、大人女性はあるとき突然、それまでに感じていた変化とは明らかに違う、肌の「急転直下	
エイジング」サインを実感していることが明らかになりました。研究により、これは加齢に伴い「SVCT２遺伝子」が減少し、	
細くほどけやすいコラーゲンが生まれるなど、その質が劣化することが原因であることが分かりました。	
そこでアテニアは、独自の「ジェネシスアプローチ」によって「SVCT2遺伝子」の発現を増やし、誕生前のコラーゲンの質	
そのものを向上。「太く強靭なコラーゲン」で肌を内側から支え、奥底からハリのある肌に導く美容液の開発に成功しました。 	

◆40代になって感じ始める「急転直下エイジング」

目の下から	
鼻横にかけて	

のたまり（ゴルゴライン）	

ほうれい線	

口もとから顎に	
かけての下がり	

（マリオネットライン）	
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“I ゾーン”	

＊2：	GENESIS→「起源」や「創生」を意味する。	

GENE→「遺伝子」を意味する。	

＊1：	（Sodium-dependent VC transporter）ナトリウム依存型VC輸送体	

40代で同時多発的に発生し、顔中央、縦状“Ｉゾーン”に発生する特徴が	

ある、急激な老化現象。	
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急激なエイジングの変化を感じた年齢	 （調査対象：30代後半〜50代後半の女性 
n=304名　アテニア調べ）	

※ゴルゴラインからマリオネット	
　 ラインにかけての範囲のこと	



【商品詳細】　リフトケア美容液

成分名	 機能	 成分説明	

コラーゲン応答	
ペプチド	

SVCT2遺伝子発現促進	
コラーゲン産生促進	

細胞活性化	

SVCT2遺伝子発現を高めコラーゲンの合成を促進する。ビタミンC輸送体の発現を高め、質の良い	
コラーゲン束を作る。真皮細胞を活性化する。	

ハリ防御エキス	
コラーゲン分解抑制	
糖化抑制	

酸化ストレスを無毒化する酵素のPRDXを高め、コラーゲンの分解を抑制する。また、生体内の糖化反応を
抑制し、エイジングを抑える。	

コメ発酵エキス	
コラーゲン・	
エラスチン産生	

基底膜ケア	

Ⅳ型コラーゲンやラミニンを壊すMMP-9を抑える働きがあるNGALを増やし、Ⅳ型コラーゲンやラミニンの

分解を防ぐとともに、Ⅳ型コラーゲン、ラミニン5、エラスチンを増やし、基底膜をしっかりとさせる。またコ

ラーゲン繊維間の引き合う力を高め肌の弾力性を高める。	

レチノイン酸	
トコフェリル	

シワ改善	
コラーゲン合成効果やヒアルロン酸産生効果があり、肌内部をふっくらさせることで、シワの改善効果が	
期待できる。	

ライススプラウト	
エキス	

血行促進	 血管内皮細胞の代謝を高めることで血流を促進する効果がある。	

マイオキシノール	 肌シワ防止	
筋痙縮を抑えるボトックス様作用があり、塗る「植物性ボトックス」と言われる。一時的に筋痙縮を抑えるこ
とで筋肉を弛緩。表情ジワを抑制する。	

乳酸菌発酵セイヨウ
ナシエキス	

角化正常化	 角層の接着力を弱め、剥離しやすくすることで、皮膚の新陳代謝を高める。	

ハス胚芽エキス	    細胞活性	 　表皮角化細胞の増殖を高め、正常なターンオーバーを誘導する。また、真皮線維芽細胞の増殖も促進する。	

トレハロース誘導体	    保湿	
  紫外線や乾燥から細胞ダメージを保護する効果があり、乾燥で乱れた細胞間脂質の並びを整え、美容成分	
  の肌なじみをサポートする。	

アルカリゲネス	
ポリマー	

   ピンとしたハリ感を 
   出す処方	   処方内で高分子構造内に、たっぷりと水を抱えながら、やわらかい膜構造をとることが特徴。	

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。）	

＊ダマスクローズを基調とした香り	

商 品 名 ： 『アテニア  リフトジェネシス』

価 格 ： 5,000円（税込）/4,630円（税抜）

容 量 ： 30g（約1.5〜2ヵ月分）

使用方法 ： 化粧水で肌を整えた後、1～2プッシュ分を
手に取り、顔全体になじませてください。

◆＜リフトジェネシス4週間使用後の肌＞	
有効性試験でも結果が認められました。　有効性試験（23名4週間、アテニア研究所調べ）	
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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	

“重力からの解放メソッド”

︎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。	
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エステティシャン、美容学校の講師を経て	
独立。現在は雑誌・講演、ラジオなどで	

女性がキレイになるための美容法を伝え	

ている。独自のカウンセリングや、分かり	

やすく丁寧な美容法で人気を集める。	

▶タッチングメソッド監修　水井真理子氏 	

(トータルビューティーアドバイザー)	



若い細胞	  老化細胞 	

老化によって、SVCT2遺伝子の発現は低下する。	

①老化による「SVCT2遺伝子」の減少データ

【SVCT2遺伝子発現量】	

ー参考資料ー

20代	 30代	 40代	 50代半ば	 50代後半	

コラーゲン	
の状態	

太くハリがあり強靭	
↓	

1本1本がしっかりと	
支える力がある	

やせる(細くなる)	
↓	

1本1本にかかる	
負荷が大きくなる	

弾力が失われ、たるむ	
↓	

支える力が弱まり繊維	
の弾力が失われる	

量が減少	
↓	

さらに1本1本への	
負荷が大きくなる	

切れる＆切れた	
コラーゲンが凝縮	

↓	
更に支える力が弱まる	

肌状態	

ハリ・弾力があり、	
肌や顔にメリハリがある	

肌内部が痩せ、	
たるみ・毛穴が目立つ	

肌内部が崩れだし、たるみ
が大きくなり顔全体に影響	

土台の崩れが	
深刻化。肌内部の	

密度が減り皮膚を
支えきれずハリ喪失	

肌内部が委縮し、弾力性
がなくなる	

肌悩み：毛穴	
肌悩み：ほうれい線、フェ
イスラインのたるみ	

肌悩み：しぼみ	 肌悩み：硬さ	

②「SVCT2遺伝子」減少に伴うコラーゲンの質の変化  

▶︎コラーゲンの年齢による質の変化	

細く、さらに切断されたコラーゲン	太くてしっかりとした	
コラーゲン束	

全体的に細い	
コラーゲン束	

細くほどけた状態の	
コラーゲン	

③「ジェネシスアプローチ」による「SVCT2遺伝子」量増加データ  

＜効果検証データ＞	

SVCT2遺伝子UP	

太いコラーゲンを作る	

コラーゲン	
応答ペプチド	

老化細胞	

SVCT2遺伝子量	
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