
【開発背景】

30年以上にわたりエイジングケアを専門で研究するアテニアは、年齢を重ねるにつれ、「シミ」や「シワ」と

いった肌悩みが複合的に顕在化することに着目。同時に、大人女性は「美白もハリも同じくらい頑張りたい」

気持ちはあるものの、美白ケアかエイジングケア、どちらかを優先して選ばなければならないことに不満を

抱えているという女性の本音にたどり着き、これを解決するために研究をスタートさせました。

この過程で着目したのは、年齢を重ねた肌内では、「メラニンを抱えた細胞」が垂直に上昇することができ

ずに肌内で彷徨うという事実。これが「シミ」の原因になるのはもちろんのこと、この“彷徨いメラニン”が多い

部位は弾力性や柔軟性が低く、「シワ」などのエイジングの兆候につながることを発見しました。

そこでアテニアは、この“彷徨いメラニン”を正しい方向へ導き、最短ルートで排出することができれば、

「シミ」と「シワ」を同時に解決できると仮定。メラニンを垂直方向へ導く「メラノナビゲーション機能」の新開発

に成功したのです。このたった一つの新機能によって大人女性の積年の願いであった「美白」と「シワ改善」

の同時解決を叶える“Ｗ効能”スキンケアライン『ドレススノー』が誕生しました。

 ドレススノー ローション【医薬部外品】

（薬用美白・シワ改善 化粧水）［販売名：アテニア ローション DW］

3,960円（税込）/3,600円（税抜）150mL

 ドレススノーデイエマルジョン【医薬部外品】

（薬用美白・シワ改善 日中用乳液） ［販売名：アテニア デイエマルジョン DW］

3,300円（税込）/3,000円（税抜）60mL

 ドレススノーナイトクリーム【医薬部外品】

（薬用美白・シワ改善夜用クリーム） ［販売名：アテニア ナイトクリーム DW］

4,730円（税込）/4,300円（税抜）35g

写真左から
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2021年4月15日（木）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、薬用美白・エイジングケアライン

『ドレススノー』全3種<3,300円～4,730円（税込）>を、2021年4月15日（木）より通信販売および直営店舗にて発売します。

「美白」と「シワ改善」を同時に叶える“Ｗ効能”スキンケアライン登場。

30年に渡るエイジングケア専門研究で発見した

「メラノナビゲーション機能」を新開発。

薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』

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。
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薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』 【医薬部外品】

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。
※「エイジングケア」とは、年齢に応じたケアのこと。
※Ｗ効能は、ナイアシンアミドによるもの。

【商品概要】

加齢に伴い方向を見失った“彷徨いメラニン”の存在が、複合的なエイジング現象の一因になることに着目。

新開発「メラノナビゲーション機能」搭載で、「美白」「シワ改善」を同時解決し、一点の曇りも跡もない、

まるで降りたてのまっさらな雪のような未体験の美肌へ導く、新スキンケアラインが誕生。
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そこで、細胞分裂を正しい方向へ導く「メラノナビゲーション

タンパク」の活性化を模索。150種類以上の成分を研究した

ところ、緑茶由来の「推進性カテキン」にその効果が高い

ことを発見。これを活用して「メラノナビゲーション機能」を

開発し、“彷徨いメラニン”のスムーズな排出を促すことに

成功しました。 （2021年3月学会発表予定）

細胞が分裂をする際に、「メラノナビゲーションタンパク」（緑色）が分裂方向を誘導。

“彷徨いメラニン”を垂直方向に誘導し、排出を促すことが期待できる。

加齢に伴いエイジングが進行すると、メラニンを抱えた細胞が分裂方向を見失い、肌内に滞ることに着目。

肌内にメラニンが滞留すると、シミを濃くして肌全体を暗く見せるだけでなく、シミのある部位はシミのない部位

に比べてターンオーバーが滞って角層が厚くなり、柔軟性・弾力性ともに低下。エイジングが進んでいることを

確認しました。

アテニアではこの滞留メラニンを“彷徨いメラニン”と命名し、「シミ」や「シワ」などの複合的なエイジング現象

の原因と考え、これを解決するための研究に着手しました。

【商品特長】

● 「メラノナビゲーション機能」を新開発

“彷徨いメラニン”を最短ルートで排出する「メラノナビゲーション機能」を新開発。

美白とシワ改善のＷ効能スキンケアを実現した、大人女性のためのスキンケアライン。

● “彷徨いメラニン”

健康な肌 細胞分裂の方向が乱れた肌

細胞分裂の方向が乱れると
肌内に“彷徨いメラニン”が幅広く滞留。
エイジング現象へ関与。
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メラニンを含んだ細胞は、分裂を繰り返してターンオーバーによって排出されます。この分裂の方向をコント

ロールするのが、細胞一つ一つが持つ「メラノナビゲーションタンパク」であり、加齢や外的ダメージによって

これが減少すると、方向を見失って滞留する“彷徨いメラニン”が増えます。

● 「美白」「シワ改善」のＷ効能を実現

「推進性カテキン」に加えて「ナイアシンアミド」を配合し、「美白」「シワ改善」の両方が一度に叶うスキンケ
アラインへ。メラノサイトからケラチノサイトへのメラニンの移動を抑制することで「シミ」を防ぎ、コラーゲン
をつくる細胞にアプローチし、細胞活性やコラーゲン産生を促進することで「シワ」を改善します。

「メラノナビゲーションタンパク」

細胞

コントロール 推進性カテキン

【「メラノナビゲーションタンパク」増加機能】
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※当社研究所調べ
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方向を知らせる
「メラノナビゲーションタンパク」が、
細胞分裂を垂直方向に誘導。

さまよ

↑

分裂

↑

分裂

「メラノナビゲーション機能」の仕組み

推進性カテキン



独自機能成分
推進性カテキン

彷徨いメラニン誘導
メラノナビゲーション機能促進

細胞に分裂方向を知らせる重要な「メラノナビ
ゲーションタンパク」を増やし、メラニンを含んだ
細胞の垂直方向への細胞分裂を促進。肌内で
彷徨っているメラニンの排出を促す。

有効成分
ナイアシンアミド

美白・シワ改善の有効成分

【美白効果】
メラニンの発生を抑制し、シミを防ぐ。
【シワ改善効果】
コラーゲン産生を促進し、シワを改善。

独自機能成分
サーチュライザーS6r

長寿遺伝子“サーチュイン6”の発現関与

長寿遺伝子“サーチュイン6”の、肌の生まれ変

わりに関わる「オートファジー（自己修復システ
ム）」促進力に着目。美肌の寿命に新たなアプ
ローチ。

独自開発
タイムブレスDN

時計遺伝子発現関与
時計遺伝子の1日の肌リズムを整える力に
着目。正常な肌再生を促す。

独自原料
発酵コラーゲン

コラーゲン活性
一般的なコラーゲンより小さい分子だから、
角層すみずみにすばやく浸透。

薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』

「美白」と「シワ改善」を、毎日の基礎化粧品で同時に叶える
“Ｗ効能”の新しいスキンケアライン
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① ② ③

① ローション 3,960円（税込）/3,600円（税抜） 150mL

② デイエマルジョン 3,300円（税込）/3,000円（税抜） 60mL

③ ナイトクリーム 4,730円（税込）/4,300円（税抜） 35g

アテニアのスキンケアは、独自の“時計美容理論＊1”
に基づき、朝のスキンケアでは、化粧水の後、日中
の外的ダメージから肌を守りながら美肌へと導く成
分を配合した「日中用乳液」の使用を、夜のスキンケ
アでは、夜の肌再生に必要な美容成分を配合した
「夜用クリーム」の使用を推奨しています。

＜使用順序＞

STEP1
うるおす
化粧水
①

STEP2
補う

日中用乳液
②

STEP2
補う

夜用クリーム
③

＊1：時計美容理論とは
「一日」と「一生」という時間のリズムを味方につけ、そのときどきの肌状態に応じた設計で、生涯にわたって高い
美肌レベルを保ち続ける、アテニアが提唱する革新的な美容理論。
 遺伝子研究から導き出した最先端成分を配合し、肌リズムの環境変化に対応して美しさを保ちます。
 浸透や働きを高める独自の「タッチングメソッド」を活用することで、相乗的に美肌へと導きます。
 一日の肌リズムに合わせて計算された天然精油を基調とした香りの力で、脳に働きかける「機能性アロマ」を採用。
スキンケア時間を充実させ、心地よいと感じさせることで美肌づくりをサポートします。
『ドレススノー』は、バラの女王ともいわれる希少なダマスクローズを基調とした、

女性らしさを高めるエレガントで上質な大人の香り。

＜ドレススノー共通成分＞

【スキンケアラインの説明】

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。
※「エイジングケア」とは、年齢に応じたケアのこと。
※Ｗ効能は、ナイアシンアミドによるもの。



【商品詳細】

『ドレススノー ローション』 価格：3,960円（税込）/3,600円（税抜）
［販売名：アテニア ローション DW］

内容量 ： 150mL（約2〜3ヵ月分、朝夜使用）／目安量：500円玉大
使用感 ： ややとろみのあるローションが、なめらかに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。

弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー
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）

ドレススノー
共通成分

推進性カテキン 【独自機能成分】
彷徨いメラニン誘導。
メラノナビゲーション機能促進

ナイアシンアミド 【有効成分】 美白・シワ改善の有効成分

サーチュライザーS6r 【独自機能成分】 長寿遺伝子（サーチュイン6）の発現関与

タイムブレスDN 【独自開発】 時計遺伝子に着目した、美肌に導く成分

発酵コラーゲン【独自原料】
角層すみずみにすばやく浸透する、
小さい分子のコラーゲン

ローション
独自成分

アミノセラミド 植物由来の柔軟・浸透促進成分

薬用美白・シワ改善化粧水
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シミがある部位は柔軟性・弾力性が低下し、皮膚が硬いことから、肌をやわらかくときほぐし、
美容成分の通り道を作る「アミノセラミド」を配合。
角層のすみずみまですばやく浸透し、澄んだ透明感とみなぎるハリをもたらします。

※装着イメージ

『ドレススノー ローション＜エコパック＞』 価格：3,850円（税込）/3,500円（税抜）
［販売名：アテニア ローション DW］

【医薬部外品】

「アミノセラミド」を含んだ水溶液を肌に塗布し、

10分放置した後の柔軟性を測定。

肌をやわらかくする作用が確認できる。

環境にも配慮し、ゴミの減量を考えた＜エコパック＞を用意。アテニアは、地球へのやさしさは
もちろん、詰替え時の利便性、使いやすさ､さらに見た目にもこだわったエコ容器を実現しました。
特殊な真空構造で最後の一滴まで使いきれる仕様で、残量に伴って小さくなるので捨てる際には
ゴミも減量できるという、類を見ない仕様です。さらに、ボトルタイプと同容量で100円（税抜）お得。

※当社研究所調べ

「アミノセラミド」で肌の柔軟性がアップ

内容量 ： 150mL（約2〜3ヵ月分、朝夜使用）／目安量：500円玉大

弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー
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）

ドレススノー
共通成分

推進性カテキン 【独自機能成分】
彷徨いメラニン誘導。
メラノナビゲーション機能促進

ナイアシンアミド 【有効成分】 美白・シワ改善の有効成分

サーチュライザーS6r 【独自機能成分】 長寿遺伝子（サーチュイン6）の発現関与

タイムブレスDN 【独自開発】 時計遺伝子に着目した、美肌に導く成分

発酵コラーゲン【独自原料】
角層すみずみにすばやく浸透する、
小さい分子のコラーゲン

ローション
独自成分

アミノセラミド 植物由来の柔軟・浸透促進成分

＜エコパック＞ 専用ホルダー

『ローションエコパック専用ホルダー』 価格：157円（税込）/143円（税抜）

【医薬部外品】【環境にも配慮】
ゴミの減量を考え、

＜エコパック＞仕様を採用。



『ドレススノー デイエマルジョン』 価格：3,300円（税込）/3,000円（税抜）
［販売名：アテニア デイエマルジョン DW］

内容量 ： 60mL（約3〜5ヵ月分、朝使用）／目安量：ディスペンサー２プッシュ分
使用感 ： もっちり濃厚なミルクがなめらかに心地よく広がり、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。

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）

『ドレススノー ナイトクリーム』

＜レフィル＋専用容器＞価格：4,730円（税込）/4,300円（税抜）※スパチュラ付

＜レフィル 詰替用＞価格：4,521円（税込）/4,110円（税抜）
［販売名：アテニア ナイトクリーム DW］

内容量 ： 35g（約2〜3ヵ月分、夜使用）／目安量：パール粒大
使用感 ： 濃厚でコクのあるクリームがなめらかに浸透し、しっとりとした深いうるおいで肌を包みこみます。

睡眠中ずっとうるおいが持続し、翌朝には、内側から跳ね返すようなふっくらとしたハリ肌へ。

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）
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「摘果グレープフルーツエキス」配合で、日中の紫外線ダメージから細胞を守り、肌本来の透明感
とハリを一日守り抜きます。また、有効成分「ナイアシンアミド」がメラニンの生成を防ぎ、紫外線が
気になる日中も、シミ・くすみの気にならない、澄みきった美しい肌をキープ。

ドレススノー
共通成分

推進性カテキン 【独自機能成分】
彷徨いメラニン誘導。メラノナビゲーション
機能促進

ナイアシンアミド 【有効成分】 美白・シワ改善の有効成分

サーチュライザーS6r 【独自機能成分】 長寿遺伝子（サーチュイン6）の発現関与

タイムブレスDN 【独自開発】 時計遺伝子に着目した、美肌に導く成分

発酵コラーゲン【独自原料】
角層すみずみにすばやく浸透する、
小さい分子のコラーゲン

デイエマルジョン
独自成分

摘果グレープフルーツエキス
細胞ディフェンス作用のある「ビタミンＤ
受容体」の発現関与

抗酸化効果が期待できる「バイオグリコーゲン」を配合し、寝ている間に日中浴びた紫外線ダメー
ジをケア。同時に肌再生に必要な美容成分をたっぷりすみずみまで届けることで、深く澄みわたる
透明感と、内側から跳ね返すような濃密なハリをキープ。

ドレススノー
共通成分

推進性カテキン 【独自機能成分】
彷徨いメラニン誘導。メラノナビゲーション
機能促進

ナイアシンアミド 【有効成分】 美白・シワ改善の有効成分

サーチュライザーS6r 【独自機能成分】 長寿遺伝子（サーチュイン6）の発現関与

タイムブレスDN 【独自開発】 時計遺伝子に着目した、美肌に導く成分

発酵コラーゲン【独自原料】
角層すみずみにすばやく浸透する、
小さい分子のコラーゲン

ナイトクリーム
独自成分

バイオグリコーゲン
低分子の球状ナノ分子で肌のすみずみまで
浸透し、細胞を元気にする成分

【環境にも配慮】
ゴミの減量を考え、
レフィル仕様を採用。

薬用美白・シワ改善日中用乳液
【医薬部外品】

薬用美白・シワ改善夜用クリーム 【医薬部外品】



＜報道関係の皆様からのお問合せ先＞

株式会社アテニア

池田 絵理子（eriko_0804@fancl.co.jp）

西川 八重子(yaeko1506@fancl.co.jp）

広告企画グループ PR担当

TEL : 045-226-1452

広報・社長担当 間崎 美佐（mimasaki@fancl.co.jp）
TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459

受付時間 9:00-21:00(平日・土）、9:00-17:00(日・祝日）
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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。

“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を応援しています。

まと

■アテニアとは
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 のびのよさ・なじみのよさ・保湿感・満足度・ベタつき・ハリ実感・香りの強さなどの使用感をモニターしたところ、
全アイテム7割以上のプラス評価を得られました。

【モニター結果】

≪参考資料≫

2人に1人が

肌状態が良くなった
と実感

45％が

“肌の明るさ”
を実感

化粧水総合評価 乳液総合評価 クリーム総合評価

肌変化 肌の明るさ実感

71.7％が

プラス評価

71.6％が

プラス評価

77.4％が

プラス評価

 14日間の連用使用後、多くの方が、うれしい肌変化・肌の明るさを実感。

※30代～50代の女性53名に、「美白」「医薬部外品」であることを伏せた14日間連用モニターを実施。（アテニア調べ）


