２０１３年８月２９日（木)
第一三共ヘルスケア株式会社
【通信販売限定品】ビタミンの力を肌に活かす、エイジングケア＊１発想のスキンケアシリーズ

「ダーマエナジー®｣シリーズ３製品を新発売
発売日：２０１３年９月２６日（木）
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：西井良樹）は、エイジングケア＊１発想のスキン
ケアシリーズ「ダーマエナジー」のラインアップ追加として、保湿クリーム「ダーマエナジー モイストリフト
クリーム」と保湿化粧水「ダーマエナジー モイストリフト ローション Ⅱ」、ミルク状美容液「ダーマ
エナジー エッセンス パーフェクション M」
（いずれも化粧品）を本年９月２６日（木）に新発売します。
なお、本製品は通信販売限定品で、ご注文やお問い合わせは当社通信販売専用の「お客様サービスセンター」
およびウェブサイト「ダーマエナジー ショッピングサイト」にて受け付けます。

肌 の 悩み は 、４ ０歳 を過 ぎ た頃 から 「 しわ 」
「くすみ」「乾燥」「毛穴の目立ち」「たるみ」など、
複合的に生じることが少なくありません。
当社はそれぞれの悩みに対処するのではなく、
根本的な原因である潜在肌力（防御・代謝・産生等
基礎的な肌機能の総称）の低下への対処が必要で
あると考え、活力のある肌に欠かせないビタミンに
左から「モイストリフト クリーム」、「モイストリフト ローション Ⅱ」、

着目しました。

「エッセンス パーフェクション M」

ビタミンには光や酸素などにより活性を失いやすいという課題があります。当社は独自の高分子乳化技術に
より、ビタミンの活性を保ち、角質層への浸透を高めることに成功しました。
ダーマエナジーシリーズはこの技術を採用する＊２とともに、組み合わせによって力を発揮するビタミンの
特性を活かし、５種のビタミン（A･B･C･D･E）＊３ をバランスよく配合しています。さらに、４種のバイオ
由来成分＊４なども加え、年齢が気になる肌を若々しくいきいきとした肌に導きます。
このたび発売する「ダーマエナジー モイストリフト クリーム」は、特に乾燥やハリのなさが気になる方に
適した保湿クリームです。保水性に優れた成分「オアシスエナジー」＊５を新たに配合し、水分を油分と多重的
に結合させて抱え込む「ゲルネットワーク構造」＊６を採用することにより高い保湿力を実現しました。濃密な
クリームが肌に美容成分を長時間留まらせて保湿し、ハリとツヤを与えます。
また、「ダーマエナジー モイストリフト ローション Ⅱ」と「ダーマエナジー エッセンス パーフェク
ション M 」は、お好みの使用感や肌の状態に合わせてお選びいただけるよう、従来品の保湿化粧水と
ミルク状美容液に加えて発売するものです。

新製品概要
[第一三共へルスケア製品]
「ダーマエナジー® モイストリフト クリーム」

製 品 名
分

（販売名：DE クリーム）

類

化粧品（保湿クリーム）
＜包装＞

包装・価格

＜通常販売価格（消費税５％込み）＞

３０g

５,２５０円

水、BG、グリセリン、スクワラン、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、ベヘニルアルコール、ペンチレングリコール、
マカデミアナッツ油、ステアリン酸グリセリル、ジメチコン、ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／
ベヘニル）、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-１０、バチルアルコール、パルミチン酸セチル、グリセリルグルコシド、ステアリン酸
水添ヒマシ油、ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、ステアロイル乳酸 Na、フェノキシエタノール、ダイズ油、セリン、

全 成 分

キサンタンガム、クエン酸 Na、サッカロミセス溶解質エキス、トコフェロール、グリチルリチン酸２K、クエン酸、ヒアルロン酸 Na、
（メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー、ニンジン根エキス、レシチン、加水分解コラーゲン、
クリスマムマリチマムカルス培養液、パルミチン酸エチルヘキシル、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、酢酸トコフェロール、
テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビタミン A 油、プランクトンエキス、ジメチルシリル化シリカ、コレカルシフェロール、
カプリリルグリコール、酢酸ヘキサノイルジペプチド-３ノルロイシン、フェルラ酸アルギニン、ヘキシレングリコール

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〔製品特徴〕
◎ 高い保湿力＊７により、美容液成分や潤いを閉じ込め、肌にハリ・ツヤを与えます。
◎ ５種のビタミン＊３と４種のバイオ由来成分＊４が、若々しくいきいきとした肌に導きます。
◎ 肌のキメを整えるアミノ酸＊８、肌の溝に密着するセラミドファイバー＊９、３０倍にふくらむヒアルロン酸＊１０が、ふっくら
とみずみずしい肌に導きます。

「ダーマエナジー® モイストリフト ローション Ⅱ」

製 品 名
分

（販売名：DE 化粧水 R）

類

化粧品（保湿化粧水）

包装・価格

＜包装＞

＜通常販売価格（消費税５％込み）＞

１５０mL

３,９８０円

水 、グ リセ リン 、 BG、 ベタ イン 、 PEG-３２ 、ペン チレ ング リコ ール 、ジ グリ セリ ン、 スク ワラ ン、 グリ コシ ルト レハ ロー ス、
ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、フェノキシエタノール、加水分解水添デンプン、水添レシチン、セリン、
カルボマー、サッカロミセス溶解質エキス、ポリアクリル酸 Na、ヒアルロン酸 Na、
（メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル

全 成 分

酸ステアリル）コポリマー、レシチン、加水分解コラーゲン、クリスマムマリチマムカルス培養液、トリスヘキシルデカン酸ピリドキ
シン、酢酸トコフェロール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビタミン A 油、パルミチン酸エチルヘキシル、プランクトンエキス、
ジメチルシリル化シリカ、コレカルシフェロール、カプリリルグリコール、酢酸ヘキサノイルジペプチド-３ノルロイシン、フェルラ酸
アルギニン、ヘキシレングリコール

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〔製品特徴〕
◎ 角質層の深部まで潤いを与えながら肌をやわらげ、美容液が浸透しやすい状態に整えます。
◎ ５種のビタミン＊３と４種のバイオ由来成分＊４が、若々しくいきいきとした肌に導きます。
◎ 肌のキメを整えるアミノ酸＊８、肌の溝に密着するセラミドファイバー＊９、３０倍にふくらむヒアルロン酸＊１０が、ふっくら
とみずみずしい肌に導きます。
◎ とてもしっとりした使用感で、特に乾燥が気になる方におすすめです。

「ダーマエナジー® エッセンス パーフェクション M」

製 品 名
分

（販売名：DE 美容液 m）

類

化粧品（ミルク状美容液）
＜包装＞

包装・価格

＜通常販売価格（消費税５％込み）＞

４０g

６,８００円

水、スクワラン、BG、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、グリセリン、ベタイン、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、
テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ペンチレングリコール、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、
ジグリセリン、（アクリル酸／アクリル酸アルキル（C１０-３０））コポリマー、フェノキシエタノール、アルギニン、酢酸トコフェ

全 成 分

ロール、セリン、ダイズ油、サッカロミセス溶解質エキス、トコフェロール、ビタミン A 油、アルガニアスピノサ核油、
（メタクリル酸
グ リセ リルア ミド エチル ／メ タクリ ル酸 ステア リル ）コポ リマ ー、加 水分 解コ ラーゲ ン、 クリス マム マリチ マム カルス 培養 液、
パルミチン酸エチルヘキシル、ニンジン根エキス、プランクトンエキス、コレカルシフェロール、ジメチルシリル化シリカ、カプリリル
グリコール、ヒアルロン酸 Na、フェルラ酸アルギニン、ヘキシレングリコール

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〔製品特徴〕
◎

ビタミンをネット状の構造で包み込む独自の高分子乳化技術により、ビタミンが劣化しにくくなるとともに、肌に塗った
瞬間、とろけるように角質層へ浸透します。

◎ ５種の高濃度＊７ビタミン＊３と４種のバイオ由来成分＊４が、若々しくいきいきとした肌に導きます。
◎ 肌のキメを整えるアミノ酸＊８、肌の溝に密着するセラミドファイバー＊９、３０倍にふくらむヒアルロン酸＊１０が、ふっくら
とみずみずしい肌に導きます。

＊１

年齢に応じた肌のお手入れ

＊２
＊３

「ダーマエナジー エッセンス パーフェクション」「ダーマエナジー エッセンス パーフェクション M」に使用
ビタミン A･B･C･D･E（保湿）：ビタミン A 油、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、コレカルシフェロール、酢酸トコフェロール

＊４

酵母エキス TRF（サッカロミセス溶解質エキス）、シーフェンネル幹細胞エキス（クリスマムマリチマムカルス培養液）、低分子コラーゲンペプチド（加水分解コラーゲン）、
デトキシーPE エキス（プランクトンエキス、フェルラ酸アルギニン）

＊５ グリセリルグルコシド
＊６ 「ゲルネットワーク構造」は肌の潤いを守る細胞間脂質と似た構造で、水分をゲルネットワーク中に多く抱え込んで逃がさず、且つ手に取ると柔らかくのびのよい使用感をもたらします。
＊７
＊８

ダーマエナジーシリーズ中
セリン（保湿）

＊９ （メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー（保湿）
＊１０ ヒアルロン酸 Na（保湿）

＜ご参考＞
〔「ダーマエナジー」のご紹介〕
このたびのラインアップ追加により、ダーマエナジーシリーズは、メイク落とし、洗顔料、保湿化粧水、
ミルク状美容液、保湿クリームの５品目７品種となります。
肌を素の状態に戻してからビタミンの力を注ぎ込むシンプルなステップで、年齢が気になる肌を若々しく
いきいきとした肌に導きます。

〔ご注文について〕
以下の通信販売専用窓口でご注文を承ります。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様サービスセンター
フリーダイヤル ０１２０－１３－２８４４
電話

＜受付時間 ９:００～２１:００（年末年始を除く）＞
※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

FAX

フリーダイヤル ０１２０－１３－２８７７
＜年中無休 ２４時間受付＞

ダーマエナジー ショッピングサイト
URL：www.derma-energy.jp
ウェブ

＜年中無休 ２４時間受付＞
※コード読み取り機能のある携帯電話からは、
右のコードで簡単にアクセスいただけます。

