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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。

『時計美容スキンケア』がさらに進化。
“長寿遺伝子サーチュイン６”に着目し、
“美しさの寿命”に新たな可能性をもたらすスキンケアへ。

エイジングケアライン『ドレスリフト』
本格保湿ケアライン『プリマモイスト』
2019年1月21日（月）リニューアル新発売
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：須釜憲一）は、2014年に誕生した『時計美容スキン
ケア』2ラインを、新たな遺伝子研究によりさらに進化させます。エイジングケアラインの『ドレスリフト』（1,836円〜4,320円）
<税込>本格保湿ケアラインの『プリマモイスト』（1,512円〜3,240円）<税込>を、1月21日（月）より通信販売および直営店舗
にてリニューアル新発売します。

【商品概要】
細胞の生まれ変わりを司る“長寿遺伝子サーチュイン６”に着目し、独自原料「サーチュライザーＳ６」を配合。これまでの、
時計遺伝子が司る「一日」というリズムに加え、「一生」の肌リズムまでも味方に、美しさの寿命に挑戦する、
新『時計美容スキンケアライン』が登場。
人生100年時代と言われて久しい現代、「美しさの寿命をいかにして引き延ばすことができるか」という、女性にとって永遠の
テーマであるこの命題に対し、2014年に誕生したのが『時計美容スキンケア』です。当時より医療の分野にも応用されていた
時計遺伝子に着目し、アテニアとして初めて「遺伝子研究」を化粧品に反映させて創り上げた画期的な美容法です。
時計遺伝子が刻む“体内の時計”に耳を傾け、ただその一日のリズムにあったスキンケアをする、という、いたってシンプル
なものですが、ライフスタイルが多様化し、リズムが乱れがちな現代女性には絶大な威力を発揮しました。
そして4年後の今、「ずっと美しくある」ことへの研究を続け、アテニアが出した最新の答えは、「一日」という時間だけでなく、
“年齢”という、いわば「一生」という時間のリズムをも味方につける、進化した『時計美容スキンケア』です。
新たに着目したのは、美肌の寿命を司る“長寿遺伝子サーチュイン６”。アテニアは、細胞の生まれ変わりが円滑に行われる
「オートファジー（自己修復システム）＊１」と、“長寿遺伝子サーチュイン６”の関係に、新たなメカニズムを発見。
“長寿遺伝子サーチュイン６”が発現するほど、「オートファジー（自己修復システム）」の誘導を促進することを立証しました。
この新知見に基づき、“長寿遺伝子サーチュイン６”の発現に関与する独自原料「サーチュライザーS６」を開発。新たに
『時計美容スキンケア』に配合することで、美しさの寿命にかつてない可能性をもたらしました。
これにより、アテニアの『時計美容スキン
ケア』は、時計遺伝子に加え、“長寿遺伝子
サーチュイン６” へのアプローチで革新的な
スキンケアラインへと生まれ変わったのです。
*１：オートファジー（自己修復システム）
2016年のノーベル賞受賞研究。
老化による細胞の生まれ変わりは、細胞内で
生成される「不要たんぱく質」を細胞自身が
リサイクルし、新しいたんぱく質を作る材料に
したり、細胞内をきれいに保つ「オートファジー
（自己修復システム）」が調整しています。また、
老化制御には、“長寿遺伝子サーチュイン６”
が深く関わっていることが知られています。

（写真左から） エイジングケアライン『ドレスリフト』 / 本格保湿ケアライン『プリマモイスト』
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【商品特長】
１、独自原料「サーチュライザーＳ６」配合で、美肌の寿命を司る“長寿遺伝子サーチュイン６”に関与。
● 加齢により減少する“長寿遺伝子サーチュイン６”。この発現が高いほど、「オートファジー（自己修復システム）」を誘導し、
正常な細胞の生まれ変わりに影響を与えていることを発見しました。
加齢に伴う“長寿遺伝子サーチュイン６”の
量の変化（SIRT6/actin WB）
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●独自原料「サーチュライザーＳ６」を配合。
“長寿遺伝子サーチュイン６”に着目し、有効成分の含有量が多い“ブドウの新芽”から抽出した独自原料が「サーチュ
ライザーS６」。“長寿遺伝子サーチュイン６”の発現に関与することで、正常な細胞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）」を促進し、美肌の寿命に新たなアプローチを可能にしました。
サーチュイン６活性化効果

ブドウ新芽

肌細胞修復効果

UV

ブドウ新芽

UV＋ブドウ新芽

２、洗顔後、一番最初に使う化粧水に「高浸透処方」採用。
うるおいの通り道の鍵となる肌の“ラメラ構造”＊２は、加齢により乱れますが、「ラフィノース」を配合することで“ラメラ構造”を立て直し、
安定した浸透ルートを保つことに成功しました。洗顔後真っ先に肌に触れる化粧水にこの処方を採用し、高い浸透を実現しました。
*２：ラメラ構造とは…細胞と細胞をつなぐ、細胞間脂質を構成する構造のこと。

ラフィノースを添加することでラメラ構造を立て直す

塗布10分後の角層深部のうるおい（白いほどうるおいが多い）

ラメラ液晶

ラフィノース無添加

ラフィノース添加

水

新ローション

３、時計美容ビューティメソッド
アテニアの『時計美容スキンケア』は、一日と一生の肌リズムに応じて変化する肌状態に応じた「最先端成分」と、美肌のための
睡眠の質を向上させる「機能性アロマ」、最先端成分の浸透や働きを高め脳を癒す独自の「タッチングメソッド」によって、
相乗的に美肌を作るビューティメソッドで構成されます。
■ 一日・一生のリズムに合わせた
最先端成分

■ ローズを基調＋一日のリズムに合わせた
機能性アロマ

■ 美肌効果を最大限に引き出す
30秒タッチングメソッド

【共通】
サーチュライザーS６
【ドレスリフト】
発酵コラーゲン

【プリマモイスト】
プロテオグリカン
2/12

【新スキンケアの2つのライン】

『ドレスリフト』 （エイジングケアライン） …かつてない高密度のハリを目覚めさせます。
遺伝子に着眼し美肌レベルを高めた肌に、コラーゲンをたっぷり補給。
肌の内側から押し返すような、待望の新ハリ肌感触へ。
＜ドレスリフト 独自成分＞
「発酵コラーゲン」…必要なところに届いて補う、極小サイズの独自開発ハリ成分。
・麹菌で発酵させ、酵素により低分子化したコラーゲン。
・一般的なコラーゲンより小さく、より肌の奥に、すばやく確実に吸収できます。
・ヒトの肌内部で構成されるコラーゲンと同じアミノ酸組成を維持したまま
低分子化しているため、肌内部のコラーゲンの本質的な働きに。

＜ドレスリフト 機能性アロマ＞
疲れた脳（心）に最大の癒しをもたらすための、ダマスクローズを基調としたブレンド。
幸福感に包まれる香りで、心からリラックスできるスキンケアタイムへ誘います。
（ダマスクローズ）

＜使用順序＞

③

②

①

STEP1
洗う
洗顔料
①

STEP3
補う
日中用乳液
③

STEP2
うるおす
化粧水
②

STEP3
補う
夜用クリーム
④

④
①フェイシャルウォッシュ
②ローション
③デイエマルジョン
④ナイトクリーム

1,836円（税込）/1,700円（税抜）
3,559円（税込）/3,296円（税抜）
2,911円（税込）/2,696円（税抜）
4,320円（税込）/4,000円（税抜）

120g
150mL
60mL
35g

『プリマモイスト』 （本格保湿ケアライン） …見違えるようなツヤと透き通るキメをもたらします。
①

美肌レベルを高めた肌に、うるおい成分をたっぷり補給。内側から湧きあがる
ような羨望のキメ美肌へ。
＜プリマモイスト 独自成分＞
「プロテオグリカン」…うるおいがクッションのように弾力を生み出します。
・大量の水と結合して弾力のある水のクッションを形成。
・肌の中の水分を集め、ぷるんとしたツヤとキメを与えます。
・保湿に不可欠なヒアルロン酸を増やす効果に優れています。

＜プリマモイスト 機能性アロマ＞
ノバラ油を基調としたブレンド。肌にのせた瞬間は気づかないほどほのかですが、
脳（心）では感じるやさしい香りによって、肌と心を解きほぐすようなリラックス感へ
と導きます。天然精油のみで賦香。（ノバラ・ラベンダー・ローズマリー）
③

②

④

★

＜使用順序＞

プリマモイストⅡ（しっとりタイプ）

STEP1
洗う
洗顔料
①

STEP2
うるおす
化粧水
②

STEP3
補う
日中用乳液
③
STEP3
補う
夜用クリーム
夜用保湿ジェル
④

プリマモイストⅡ（しっとりタイプ）
①フェイシャルウォッシュⅡ
②ローションⅡ
③デイエマルジョンⅡ
④ナイトクリーム

1,512円（税込）/1,400円（税抜）
2,263円（税込）/2,096円（税抜）
1,944円（税込）/1,800円（税抜）
3,240円（税込）/3,000円（税抜）

120g
150mL
60mL
35g

★エクストラモイストローション
（とてもしっとりタイプ）

3,024円（税込）/2,800円（税抜）

100mL

プリマモイストⅠ（さっぱりタイプ）

③

②

①

④

プリマモイストⅠ（さっぱりタイプ）

①フェイシャルウォッシュⅠ
②ローションⅠ
③デイエマルジョンⅠ
④ナイトジェル

1,512円（税込）/1,400円（税抜）
2,263円（税込）/2,096円（税抜）
1,944円（税込）/1,800円（税抜）
3,240円（税込）/3,000円（税抜）

120g
150mL
60mL
35g
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【商品詳細】

『ドレスリフト』 （エイジングケアライン） …かつてない高密度のハリを目覚めさせます。
洗顔料

▶ 『ドレスリフト フェイシャルウォッシュ』 価格：1,836円（税込）/1,700円（税抜）

濃密でキメ細かいクリーミィ泡が、大人肌特有の肌汚れ（小ジワやキメの乱れに
入り込んだ汚れ）を吸着して落とし、保湿成分がうるおいもキープする「濃密吸着
泡処方」。スキンケアが効きにくくなる大人肌のための、エイジングケア洗顔料です。
「ウィローバークエキス」配合で、余分な角質をやわらげて取り除く、デトックス効果を持ちます。
さらに、大人の肌のための「濃密吸着泡処方」で濃密できめ細かいクリーミィ泡が、大人肌特有
の肌汚れ（小ジワやキメの乱れに入り込んだ汚れ）を吸着して落とし、うるおいもキープします。
内容量 ： 120g（約2ヵ月分、朝夜使用）／目安量：約2cm
使用感 ： 濃密できめ細かいクリーミィ泡で、やさしく洗い上げ、洗い上がりはすっきりしながらも、
肌本来のうるおいを残し、ツッパリ感がありません。
バルク特長 ： キメ細かな濃密泡

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

発酵コラーゲン※独自原料

コラーゲン活性

ドレス共通

ウィローバークエキス

デトックス

洗顔料共通

濃密吸着泡処方

小ジワやキメの乱れに入り込んだ汚れ除去
うるおいキープ

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）

化粧水

▶ 『ドレスリフト ローション』 価格：3,559円（税込）/3,296円（税抜）
「高浸透処方」で、美容成分が肌のすみずみまでいきわたり、深いうるおいと上質な
ハリをもたらすエイジングケア化粧水です。
肌に美容成分の通り道を作る「ラフィノース」による「高浸透処方」でとろみのあるローションが、
すばやく角層のすみずみにまでいきわたり、深いうるおいと上質なハリをもらたします。
内容量 ： 150mL（約2〜3ヵ月分、朝夜使用）／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。
バルク特長 ： ややとろみのあるローション

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

発酵コラーゲン※独自原料

コラーゲン活性

ドレス共通

高浸透処方（ラフィノース）

土台構築・浸透促進

化粧水共通

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
※環境に配慮した「エコパック」もあります。P10参照。
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日中用乳液

▶ 『ドレスリフト デイエマルジョン』 価格：2,911円（税込）/2,696円（税抜）
細胞ディフェンス因子・「ビタミンＤ受容体」に着目し、ダメージが現れがちな
『大人の午後顔』を変える、日中用乳液。日中の紫外線などによる乾燥から
肌を守り、一日中うるおいとハリのある、いきいきとした肌を保ちます。
夕方に乾燥やくすみといった肌悩みが現れる『大人の午後顔』を作り出す原因は、朝に
あるべき「ビタミンD受容体」の量が不足していることで、細胞が日中ダメージを受けやすく
なってしまう点に着目。「摘果グレープフルーツエキス」配合によって、紫外線や酸化ストレス
による、「ビタミンD受容体」の不足を補い、細胞ひとつひとつを防御。日中に受けるさまざま
なストレス（紫外線・乾燥・酸化ストレス）から肌を守ります。
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 ： 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。
バルク特長 ： もっちり濃厚なミルク

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

発酵コラーゲン※独自原料

コラーゲン活性

ドレス共通

摘果グレープフルーツエキス

ビタミンＤ受容体の発現作用

乳液共通

弱酸性、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー（色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

夜用クリーム

▶ 『ドレスリフト ナイトクリーム』
＜レフィル＋専用容器＞価格：4,320円（税込）/4,000円（税抜）※スパチュラ付
＜レフィル 詰替用＞価格：4,114円（税込）/3,810円（税抜）
２大アンチエイジングホルモン＊３が働く夜、眠っている間の、肌再生のための
栄養とその吸収にこだわった、夜用エイジングケアクリーム。濃厚なクリームが
乾燥しがちな睡眠中の肌をしっかり包み込み、翌朝には、ずっと触れていたく
なるような、しなやかで美しいハリ肌へ導きます。
*3：2大アンチエイジングホルモンとは…成長ホルモンと睡眠ホルモン。

眠っている間の、肌再生のための栄養とその吸収にこだわり、細胞内でエネルギー貯蓄量
を増やす働きのある、「クレアチン」配合。細胞の基本構成成分であり、重要なエネルギー源
でもあるタンパク質を増やすことで、肌を活性化します。

<レフィル>

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、内側から押し返すようなふっくらとしたハリを実感
できます。
バルク特長 ： コクのあるクリーム

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

発酵コラーゲン※独自原料

コラーゲン活性

ドレス共通

クレアチン

栄養補給

クリーム・ジェル
共通

弱酸性、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー（色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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『プリマモイスト』 （本格保湿ケアライン） …見違えるようなツヤと透き通るキメをもたらします。

洗顔料

▶ 『プリマモイスト フェイシャルウォッシュⅡ』 価格：1,512円（税込）/1,400円（税抜）
うるおい成分たっぷりの濃密クリーミィ泡で洗い上げる洗顔料。汚れをやさしく
落とし、肌をうるおいベールで包む「しっとりアミノ処方」で、しっとりとやわらかな
肌に整えます。
「ウィローバークエキス」配合で、余分な角質をやわらげて取り除く、デトックス効果を持ち
ます。さらに、「しっとりアミノ処方」でクリーミィで豊かな泡立ち。アミノ酸系の洗浄成分で
やさしく汚れをだけを取り除き、洗い流し後にも肌にうるおいのベールを形成するため、
さっぱりしながらもつっぱらない洗い上がりです。
内容量 ： 120g（約2ヵ月分、朝夜使用）／目安量：約2cm
使用感 ： クリーミィな泡で汚れをやさしく取り除き、しっとりやわらかな仕上がり。
バルク特長 ： クリーミィな泡

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

ウィローバークエキス

デトックス

洗顔料共通

しっとりアミノ処方

保湿・うるおいキープ

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）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）

化粧水

▶ 『プリマモイスト ローションⅡ』 価格：2,263円（税込）/2,096円（税抜）
「高浸透処方」で、すばやく角層のすみずみにまでいきわたり、角層の内側を
ふっくらと潤いで満たし、キメを整えて、しっとり柔らかな肌へ導きます。
肌に美容成分の通り道を作る「ラフィノース」による「高浸透処方」でしっとりみずみずしい
ローションが、すばやく角層のすみずみにまでいきわたり、深いうるおいをもらたします。
内容量 ： 150mL（約2〜3ヵ月分、朝夜使用）／目安量：500円玉大
使用感 ： まろやかになじみ、しっとり柔らかな仕上がり。
バルク特長 ： しっとりしたローション

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

高浸透処方（ラフィノース）

土台構築・浸透促進

化粧水共通

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）
※環境に配慮した「エコパック」もあります。P10参照。
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日中用乳液

▶ 『プリマモイスト デイエマルジョンⅡ』 価格：1,944円（税込）/1,800円（税抜）
細胞ディフェンス因子・「ビタミンＤ受容体」に着目し、ダメージが現れがちな
『大人の午後顔』を変える、日中用乳液。日中の紫外線などによる乾燥から
肌を守り、肌のキメをふっくらと整えながら、しっとりと柔らかな肌へ導きます。
夕方に乾燥やくすみといった肌悩みが現れる『大人の午後顔』を作り出す原因は、朝に
あるべき「ビタミンD受容体」の量が不足していることで、細胞が日中ダメージを受けやすく
なってしまう点に着目。「摘果グレープフルーツエキス」配合によって、紫外線や酸化ストレス
による、「ビタミンD受容体」の不足を補い、細胞ひとつひとつを防御。日中に受けるさまざま
なストレス（紫外線・乾燥・酸化ストレス）から細胞を守る。
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 ： コクのある感触で、しっとり感のある、ふっくら柔らかな仕上がり。
バルク特長 ： なめらかなミルク

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

摘果グレープフルーツエキス

ビタミンＤ受容体の発現作用

乳液共通

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）

夜用クリーム

▶ 『プリマモイスト ナイトクリーム』
＜レフィル＋専用容器＞価格：3,240円（税込）/3,000円（税抜）※スパチュラ付
＜レフィル 詰替用＞価格：3,034円（税込）/2,810円（税抜）
2大アンチエイジングホルモンが働く夜の間に、細胞にたっぷりと栄養を与え、
日中受けたダメージを修復して翌朝ふっくらうるおいに満ちた肌に導く夜用
クリーム。強力なうるおいによるシーリング機能で乾きやすい睡眠中の肌も朝
まで深いうるおいで守ります。
眠っている間の、肌再生のための栄養とその吸収にこだわり、細胞内でエネルギー貯蓄量
を増やす働きのある、「クレアチン」配合。細胞の基本構成成分であり、重要なエネルギー源
でもあるタンパク質を増やすことで、細胞を活性化し、肌再生を促進します。
内容量 ： 35g（約2〜3ヵ月分、夜使用）／目安量：パール粒大
使用感 ： リッチなコクのある感触で、しっとり感のある、ふっくらモチモチの仕上がり。
バルク特長 ： なめらかなクリーム

<レフィル>

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

クレアチン

栄養補給

クリーム・ジェル
共通

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）
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洗顔料

▶ 『プリマモイスト フェイシャルウォッシュⅠ』 価格：1,512円（税込）/1,400円（税抜）
濃密弾力泡でキメのすみずみまで洗い上げる洗顔料。すばやく泡立ち、余分な
皮脂や毛穴の汚れをすっきりと落とす「毛穴すっきり処方」で、さっぱりとなめらか
な肌に整えます。
「ウィローバークエキス」配合で、余分な角質をやわらげて取り除く、デトックス効果を持ち
ます。さらに、「毛穴すっきり処方」で海洋性ミネラルを豊富に含む「マリンクレイ」配合の
濃密弾力泡が、毛穴の汚れを吸着してすっきり落とし、うるおいもキープします。
内容量 ： 120g（約2ヵ月分、朝夜使用）／目安量：約2cm
使用感 ： キメ細かな泡ですっきり洗い上げ、みずみずしくなめらかな仕上がり。
バルク特長 ： キメ細かな泡

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

ウィローバークエキス

デトックス

洗顔料共通

毛穴すっきり処方（マリンクレイ）

毛穴汚れ除去

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・ノンコメド処方（ニキビのできにくい処方）（すべての方にアレルギー・コメドが起きないわけでは
ありません）

化粧水

▶ 『プリマモイスト ローションⅠ』 価格：2,263円（税込）/2,096円（税抜）
「高浸透処方」で、すばやく角層のすみずみにまでいきわたり、角層の内側を
ふっくらとうるおいで満たし、キメを整えて、しっとり柔らかな肌へ導きます。
肌に美容成分の通り道を作る「ラフィノース」による「高浸透処方」でとろみのあるローション
が、すばやく角層のすみずみにまでいきわたり、深いうるおいをもらたします。
内容量 ： 150mL（約2〜3ヵ月分、朝夜使用）／目安量：500円玉大
使用感 ： 角層の内側をふっくらと潤いで満たし、キメを整えて、さっぱりなめらかな肌へ。
バルク特長 ： さっぱりしたローション

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

高浸透処方（ラフィノース）

土台構築・浸透促進

化粧水共通

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・ノンコメド処方（ニキビのできにくい処方）（すべての方にアレルギー・コメドが起きないわけでは
ありません）
※環境に配慮した「エコパック」もあります。 P10参照。
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日中用乳液

▶ 『プリマモイスト デイエマルジョンⅠ』 価格：1,944円（税込）/1,800円（税抜）
細胞ディフェンス因子・「ビタミンＤ受容体」に着目し、ダメージが現れがちな
『大人の午後顔』を変える、日中用乳液。日中の紫外線などによる乾燥から
肌を守り、肌のキメをふっくらと整えながら、しっとりと柔らかな肌へ。
夕方に乾燥やくすみといった肌悩みが現れる『大人の午後顔』を作り出す原因は、朝に
あるべき「ビタミンD受容体」の量が不足していることで、細胞が日中ダメージを受けやすく
なってしまう点に着目。「摘果グレープフルーツエキス」配合によって、紫外線や酸化ストレス
による、「ビタミンD受容体」の不足を補い、細胞ひとつひとつを防御。日中に受けるさまざま
なストレス（紫外線・乾燥・酸化ストレス）から細胞を守ります。
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 ： べたつきのないさわやかな感触で、みずみずしくふっくらなめらかな仕上がり。
バルク特長 ： みずみずしいエッセンス

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

摘果グレープフルーツエキス

ビタミンＤ受容体の発現作用

乳液共通

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・ノンコメド処方（ニキビのできにくい処方）（すべての方にアレルギー・コメドが起きないわけでは
ありません）

夜用保湿ジェル

▶ 『プリマモイスト ナイトジェル』
＜レフィル＋専用容器＞価格：3,240円（税込）/3,000円（税抜）※スパチュラ付
＜レフィル 詰替用＞価格：3,034円（税込）/2,810円（税抜）
2大アンチエイジングホルモンが働く夜の間に、細胞にたっぷりと栄養を与え、
日中受けたダメージを修復して翌朝ふっくらうるおいに満ちた肌に導く夜用保湿
ジェル。強力なうるおいによるシーリング機能で乾きやすい睡眠中の肌も朝
まで深いうるおいで守ります。
眠っている間の、肌再生のための栄養とその吸収にこだわり、細胞内でエネルギー貯蓄量
を増やす働きのある、「クレアチン」配合。細胞の基本構成成分であり、重要なエネルギー源
でもあるタンパク質を増やすことで、細胞を活性化し、肌再生を促進します。
内容量 ： 35g（約2〜3ヵ月分、夜使用）／目安量：パール粒大
使用感 ： べたつきのないさわやかな感触で、みずみずしくふっくら柔らかな仕上がり。
バルク特長 ： ぷるぷるのジェル

<レフィル>

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

ドレス・
プリマ共通

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

クレアチン

栄養補給

クリーム・ジェル
共通

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・ノンコメド処方（ニキビのできにくい処方）（すべての方にアレルギー・コメドが起きないわけでは
ありません）
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高保湿化粧水

▶ 『プリマモイスト エクストラモイストローション』 価格：3,024円（税込）/2,800円（税抜）
乾燥した肌に深く濃厚なうるおいを与える化粧水。肌に美容成分の通り道を作る
「ラフィノース」と独自のカプセルによる「高浸透処方」で、とろみのあるローションが
すばやく角層のすみずみにまでいきわたり、角層の内側から、うるおいに満ちた
もっちりとした柔らかな肌に整えます。
肌に美容成分の通り道を作る「ラフィノース」による「高浸透処方」でとろみのあるローションが、
すばやく角層のすみずみにまでいきわたり、深いうるおいをもらたします。
内容量 ： 100mL（約2〜3ヵ月分、朝夜使用）／目安量：ディスペンサー2～3プッシュ分
使用感 ： 濃厚なとろみが肌にしっとりとなじみ、もっちりとした柔らかな仕上がり。
バルク特長 ： 白濁したとろみのあるローション

主な成分：

サーチュライザー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※独自開発

時計遺伝子の発現関与

狭浸型ハイドロパワーカプセル※独自原料

浸透・柔軟保水持続

セイヨウシロヤナギエキス

保湿・バリア機能強化

プロテオグリカン

保水・弾力

プリマ共通

高浸透処方（ラフィノース）

土台構築・浸透促進

化粧水共通

ドレス・
プリマ共通

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）

■化粧水 エコパックタイプについて
アテニアは、使用量の多い化粧水について、ゴミの減量化を考えた「エコパック」を用意しています。
・容量はボトルタイプと同様で103円お得。
・小さくなってゴミ減量。
・特殊な真空構造で最後の一滴まで使い切ることが可能。
（1）レフィル（詰替用）
・ ドレスリフト ローション<エコパック>
価格：3,456円（税込）/3,200円（税抜）
・ プリマモイスト ローションⅠ<エコパック> 価格：2,160円（税込）/2,000円（税抜）
・ プリマモイスト ローションⅡ<エコパック> 価格：2,160円（税込）/2,000円（税抜）
※プリマモイスト エクストラモイストローションはエコパックの用意がありません。

使用済み

（2）ローション エコパック<専用ホルダー>（全ライン共通）
価格：154円（税込）/143円（税抜）
（1）

（2）

※専用ホルダーは今までと同じもの。繰り返し使用可能。

ーアテニアから3つのお約束ー
①進化し続ける品質と変わらない価格
効果や使い心地といった品質において
一切の妥協を許さず、常に先端技術を
追い求めて最新の成分を取り入れてきた
アテニアのスキンケア。こだわり処方を
徹底する一方で、毎日使い続けることこそが
真の美しさに繋がるとの思いから、品質を
高めながら、変わらない価格を守り続けています。

②肌へのやさしさ
最高の品質や使い心地を追求しながら、
刺激の少ない処方や天然由来成分など、
肌へのやさしさを実現。
商品開発にあたり、アレルギーテストはもちろん
何度もモニター試験を行い、“安全”を第一に
貫いています。

③環境への配慮
エコパックやレフィル（詰替用）を採用し、
環境への配慮を怠らず地球の美しさにも
貢献していきます。
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美肌効果を最大限に引き出す、わずか30秒の朝と夜のタッチングメソッド
（手のひらの温度を利用したタッチングメソッドによって、美肌成分を肌の奥深くへ届けるとともに自律神経のメリハリをサポートします。
また、肌をいたわることで脳も癒し、トータル的な美容効果をもたらします。）
デトックス

朝

→目覚めのスイッチオン。排泄モードになっている肌の血液やリンパの循環を助けて老廃物をデトックス。

①〜⑥まで肌から指を離さず、点線に沿ってスムーズにつなげるのがポイント！

朝

のびと深呼吸で
朝のリフレッシュ

全体になじませて
うるおいを閉じ込める

耳ひっぱりで
目覚めの仕上げ

大きくのびをして体の中にある空気を
吐ききってから新鮮な空気を
取り入れ、めぐりをよくします。
化粧水★で肌を整えた後、
「日中用乳液」を顔全体に塗り広げる。

ハンドプレスでキメに
入れ込むように圧をかけ
顔全体の乳液をなじませる。

耳全体を上→横→下方向に
引っぱり、最後にはじくように
手を離す。

うるおいを閉じ込めてから
肌と心を鎮静させる

キュッと顔を引き上げて
笑顔の形状記憶

★ドレスリフトラインは化粧水でも
タッチングできます。

指の腹を使って、肌の上をすべらせるようにタッチング

夜

深呼吸でリラックス
精油のパワーを吸いこむ

①口角の横から指の腹を使い
耳たぶに向かって大きならせん状に
クルクルと動かしてなじませる。
②小鼻の横からこめかみへ。
③おでこの中心からこめかみへ。

体の中にある空気を口から
吐ききってから深呼吸。
化粧水★で肌を整えた後、
夜用保湿ジェルまたは夜用クリームを
顔全体に塗り広げ、ゆっくりと精油を吸いこむ。
★ドレスリフトラインは化粧水でもタッチングできます。

リラックス

夜

④こめかみから下まぶたを通り
目のまわりになじませる。
⑤目頭から鼻筋を上下に。
⑥口の周りを上下になじませる。

①ハンドプレスで、顔全体のジェル
両手で頬を包み、軽く
またはクリームをなじませる。
引き上げて笑顔で
②目を閉じ、手の平全体で顔の中心から 幸せホルモンを刺激して終了。
外側に向かって、3回に分けて
プラスケアとして…
軽くプッシュ。肌と心を鎮める。
耳たぶ後ろの付け根にある
安眠のツボを押さえると
快眠力アップ！

→入眠を促し、心と体をオフモードに。ゆっくりと手を動かして、1日の終わりに肌や神経を鎮めてリラックス。
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■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。「お客様とともにある」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。

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 営業戦略室 広告宣伝部 PRグループ

TEL : 045-226-1634 FAX : 045-226-1459
担当 : 間崎 美佐（mimasaki@fancl.co.jp）

＜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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