2016年12月27日

輝きを放つような、みずみずしい透明感を目指す

美白※1ブランド「ホワイティシモ」から『スキンケアシリーズ』発売
株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、社長：横手喜一）は、美白※1ブランド「ホワイティシモ 」から、
輝きを放つような、みずみずしい透明感あふれるような肌を目指す『スキンケアシリーズ』（6品目、¥3,800〜
￥9,500＜税込￥4,104〜￥10,260＞）を2017年4月1日に発売します。
『ホワイティシモ スキンケアシリーズ』は、毎日を丁寧に積み重ね、いつも自分らしく心地よく過ごしたい
と願う女性に向けて、シンプルな上質さと使い心地のよさを追及して開発した美白※1スキンケアシリーズです。
今回、

みずみずしく透明感のある肌（角層）

を目指し、美白※1有効成分ビタミンC誘導体と角層ケア成分※２

から成る複合成分「ファンクションC」を開発。角層のすみずみまでうるおいで満たすと共に、みずみずしくな
めらかで、透明感あふれるような肌（角層）に整えます。また、毎日使い続けたくなるような処方設計にもこだ
わり、なめらかにのび広がる心地よい感触に仕上げました。
全国のポーラ ビューティ−ディレクター、コスメ＆エステショップ 「ポーラ ザ ビューティー」約630店を含
む約4800店舗のポーラのお店、全国有名百貨店ポーラコーナー46店舗、ポーラ公式オンラインストアにてお取り
扱いします。（ポーラホームページ：www.pola.co.jp）

※1：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ ※2：保湿成分

2017年4月1日発売
●ホワイティシモ 薬用クレンジング クリア【医薬部外品】
120g

￥3,800（税込￥4,104）

●ホワイティシモ 薬用ウォッシュ クリア【医薬部外品】
120g

￥3,800（税込￥4,104）

●ホワイティシモ 薬用ローション ホワイト＊【医薬部外品】
150mL

￥4,500（税込￥4,860）/ リフィル￥4,100（税込￥4,428）

●ホワイティシモ 薬用ミルク ホワイト＊【医薬部外品】
80mL ￥5,500（税込￥5,940）/ リフィル￥5,100（税込￥5,508）
●ホワイティシモ 薬用クリーム ホワイト＊【医薬部外品】
30g

￥9,500（税込￥10,260）

●ホワイティシモ 薬用UVミルキィ ホワイト＊【医薬部外品】
50g

￥4,200（税込￥4,536）

SPF20・PA++

・無香料・無着色
・アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
＊低刺激性（敏感肌の方を対象としたパッチテスト済。全ての方に皮膚刺激が起きない
というわけではありません）
ネーミング

デザイン

WHITISSIMO（ホワイティシモ）。「WHITE（白）」と「FORTI
SSIMO（最も強い）」を組み合わせた造語。「美白の最上級」とい
う意味を表現。
女性の持つ、しなやかな美しさとみずみずしい透明感を表現。

【報道関係のお問い合わせ先】
株式会社 ポーラ

宣伝部

TEL 03-3494-7119 / FAX 03-3494-6198

【お客さまのお問い合わせ先】
ポーラお客さま相談室（フリーダイヤル）TEL ０１２０−１１７１１１

〒141-8523

東京都品川区西五反田2-2-3

肌の研究
「ながす」ケア：美白※1のために、不要な古い角層細胞をすっきり「ながす」
ながすアイテムは単に汚れを「ながす」という枠を超え、紫外線のダメージを受け肌に影響を与える不要な古い
角層細胞をながし、なめらかに整えるスキンケアです。
《紫外線ダメージで肌表面に蓄積した不要な古い角層細胞が、くすみ・ごわつきの原因に》
紫外線のダメージを受けた角層細胞は、細胞内の構成成分（メラニン、タンパク質など）が酸化し、茶色く変化します。
茶色く変化した角層細胞から活性酸素が発生し、不要な角層がはがれる作用を阻害するため、角層は重層化し、肌のくすみ・
ゴワつきの原因につながります。

ゴワつき・化粧品浸透阻害の原因に
紫外線によって、角層細胞の構成成分（メラニン、
たんぱく質など）が酸化して茶色く変化。

紫外線のダメージを受けた角層からは活性酸素が発生し、
不要な角層がはがれる作用を阻害。 重層化してしまう。
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「みたす」ケア：オリジナル複合成分「ファンクションC※3」を開発。みずみずしく透明感あふれるような肌に整える
みたすアイテムは、

みずみずしく透明感のある肌（角層）

を目指しました。美白※1有効成分「ビタミンC誘導

体」と角層ケア成分※４から成る、オリジナル複合成分「ファンクションC※3」を開発。角層のすみずみまでうるお
いで満たすと共に、ターンオーバーをサポートし、みずみずしくなめらかで、透明感あふれるような肌（角層）に
整えます。
※1：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ ※2：角層内のメラニン・タンパク質など
マジョラムエキス、ルイボスエキス、クリアモイスチャー ※4：保湿成分

※3：ビタミンC誘導体、甘草エキス、クジンエキスクリア、

透明感の鍵をにぎるのは角層の透明度だった
明るさの数値は同等だが、見え方が違う肌

角層状態が良く、
透明度が高い。

表皮イメージ

なめらか、やわらか、しっとり
角層

明るく、

・角層細胞の形が均一で、並び方も
整っている。
・細胞間がうるおいで満たされ、光を
きれいに反射する。
・細胞に残っているメラニンが少ない。

透きとおっている。

角層状態が悪く、
透明度が低い。

ゴワつき、固い、カサカサ

角層

暗く、
くすんでいる。

・角層細胞の形が変形し、並び方も
乱れている。
・細胞間のうるおいが不足し、光を
きれいに反射できない。
・細胞に残っているメラニンが多い。

ホワイティシモは「ながす」→「みたす」のベーシックなお手入れで、
透明感あふれるような肌を目指す美白※1スキンケアシリーズです。

ながす
ホワイティシモ 薬用クレンジング クリア【医薬部外品】
120g ￥3,800（税込￥4,104）

紫外線ダメージを受けた肌の不要な古い角層や、しっかりメークも
つるんと落とす薬用クレンジングクリーム。
とろけるように肌になじんで汚れをつるんと落とし、明るくやわらかな肌
（角層）に整えます。

■使用の目安
〔夜〕さくらんぼ1個位

ホワイティシモ 薬用ウォッシュ クリア【医薬部外品】
120g ￥3,800（税込￥4,104）

紫外線ダメージを受けた肌の不要な古い角層や、毛穴※2の汚れまでも
すっきり洗い流す薬用ウォッシュ。
ふかふかとしたスプリングのような泡ですっきり洗い流し、明るくやわらかな
肌（角層）に整えます。

■使用の目安
〔朝〕0.5cm

〔夜〕1cm （クレンジングクリーム使用時）
※1：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ ※２：角層

2品共通

◆無香料・無着色
◆アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

クレンジングクリーム・ウォッシュ 美容法
繊細な力加減ができる指腹の面を使うことで、肌の負担が少なくクレンジングクリームや泡をのばせます。
肌のすみずみまですっきり洗浄し、後に使う化粧品がなじみやすい肌に整えます。
クレンジングクリーム

指腹の「面」を使って、
上に向かって洗浄。

顔の5点（額、両頬、鼻、あご）に置き、
内から外へ向かって全体にのばす。

ウォッシュ

比較的皮脂の多いTゾーンから洗い始め、
その後、残りの泡を全体にのばす。

内から外へらせんを描いて
洗い上げる。

みたす

ホワイティシモ 薬用ローション ホワイト【医薬部外品】
150ｍL

￥4,500（税込￥4,860）/ リフィル￥4,100（税込￥4,428）

明るく透明感あふれるような肌を目指す薬用美白※化粧水。
みずみずしい感触で、肌（角層）のすみずみまでうるおし、つるんとなめ
らかな肌に整えます。

■使用の目安
〔朝 / 夜〕2プッシュ

ホワイティシモ 薬用ミルク ホワイト【医薬部外品】
80ｍL ￥5,500（税込￥5,940）/ リフィル￥5,100（税込￥5,508）

明るく透明感あふれるような肌を目指す薬用美白※乳液。
なめらかな感触で、肌（角層）に溶け込むようになじみ、うるおいのある
ふっくらやわらかな肌に整えます。
■使用の目安
〔朝 / 夜〕1プッシュ

ホワイティシモ 薬用クリーム ホワイト【医薬部外品】
30g ￥9,500（税込￥10,260）

長時間、肌（角層）をしっとりと包み込み、
明るく透明感あふれるような肌を目指す薬用美白※クリーム。
ヨーグルトのようなクリームがなめらかになじみ、しっとりとしたやわら
かなベールが肌のうるおいを長時間守ります。
■使用の目安
顔全体：真珠1粒位

部分使用：お米１粒位
※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

3品共通

◆無香料・無着色
◆アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
◆低刺激性（敏感肌の方を対象にしたパッチテスト済み。全ての方に皮フ刺激が起きないというわけではありません）

みたす
ホワイティシモ 薬用UVミルキィ ホワイト【医薬部外品】
50g ￥4,200（税込￥4,536） SPF20・PA+＋

美白※、保湿、紫外線カット、ブライトアップ、
1品4役で明るく透明感あふれるような肌を目指す日中用美白※乳液。
軽やかな感触で肌に溶け込むようになじみ、しっとりなめらかな肌に整えます。
■使用の目安（朝）
大き目の真珠1粒位
◆無香料・無着色
◆アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
◆低刺激性（敏感肌の方を対象にしたパッチテスト済み。全ての方に皮フ刺激が起きないという
わけではありません）
※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

UVミルキィ 美容法

ローション・ミルク・クリーム 美容法
乾いている部分は多めに、
Tゾーンは少なめに
多めに

紫外線にあたりやすい部分は念入りに

肌への浸透感を高めるように

少なめに

適量を顔全体になじませます。目もと
や口もとなど乾いている部分は多めに、
Tゾーンなど脂っぽい部分は少なめに
量を調整しましょう。

乾燥しやすい部分を中心に適量をなじませた
後、顔全体にやさしくなじませます。紫外線
にあたりやすい部分はていねいになじませ、
効果的に紫外線をカットしましょう。

肌への浸透感を高めるように、手のひらを
こすって少し温め、顔全体を包み込むよう
にして密着させます。

ホワイティシモ お手入れステップ
みたす

ながす

メーク

薬用ＵＶミルキィ

ホワイト

薬用クリーム ホワイト
※

薬用ミルク ホワイト

美容液
※

薬用ローション ホワイト

薬用ウォッシュ クリア

薬用クレンジング クリア
※

夜

又は

薬用ミルク ホワイト

朝

まもる

※肌の悩み、状態に合わせてお使いください。
クレンジングは、メーク・UVカット品使用
時は必ずお使いください。

主な配合成分

グリチルレチン酸ステアリル

グリチルリチン酸２K

グリチルリチン酸２K

◎甘草エキス
◎クジンエキスクリア＊

薬用ＵＶミルキィ ホワイト

洗浄成分

グリチルレチン酸ステアリル

薬用クリーム ホワイト

保湿成分

アスコルビン酸２‐グルコシド

薬用ミルク ホワイト

有効成分

ビタミンC誘導体

薬用ローション ホワイト

美白※有効成分

薬用ウォッシュ クリア

全成分表示名称

薬用クレンジング クリア

配合成分
配合目的

○

○

○

○

○

○

○

○

カンゾウフラボノイド（2）

○

○

○

○

クララエキス‐1

○

○

○

○

◎マジョラムエキス

マヨラナエキス

○

○

○

○

◎ルイボスエキス

アスパラサスリネアリスエキス

○

○

○

○

◎クリアモイスチャー

濃グリセリン、水酸化大豆リン脂質

○

○

○

○

ダーマルレギュレーター＊

ゴボウエキス

○

○

○

○

ソウハクヒエキス

桑エキス

○

○

○

○

浸透型ヒアルロン酸

ジメチルシラノール・ヒアルロン酸濃縮合液

○

○

○

○

ビタミンE

ビタミンE

○

○

○

アルニカエキス

アルニカエキス

○

○

ユレア

尿素

○

○

トリプルオーキッドエキス＊

ラン抽出液

○

○

ハイビスカスエキス

ハイビスカスエキス（A）

○

○

ブライトカプセル＊

水添大豆リン脂質、フィトステロール、セイヨウノコギリソウエキス、 ○
クララエキス‐1、メリッサエキス

○

クイックキャッチオイル

グリセリン脂肪酸エステル

○

フロートアップオイル

流動パラフィン

○

セバシン酸誘導体

セバシン酸ジイソプロピル

○

○
○

○

◎「ファンクションC」の角層ケア成分（保湿成分）
※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
＊ポーラオリジナル成分、もしくはオリジナル抽出成分
◆アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
◆低刺激性（敏感肌の方を対象にしたパッチテスト済み。全ての方に皮フ刺激が起きないというわけではありません。薬用クレンジングクリア、薬用ウォッシュクリアを除く）

