
 

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。 

 

 

 

  

 
 

「アネッサ」は今と未来の美肌を守る「ビューティーサンケア」へ。 
敏感肌用とメーキャップアイテムも新登場！ 

～2017年2月21日（火）発売～ 
 

資生堂は、16年連続売上シェアNo.1※1の日やけ止めブランド「アネッサ」から、汗や水に触れると紫外線をブロック

する膜が強くなる革新的な技術「アクアブースター技術」を新たに搭載した2品「パーフェクトフェイシャルUV アクアブ

ースター」「薬用美白エッセンスフェイシャルUV AB（医薬部外品）」をはじめ、デリケートな肌を守るマイルドタイプと、

スポーツ時の過酷な状況でもメーキャップの美しさを持続させる新技術を搭載した新製品【全10品目13品種・ノープ

リントプライス】を2017年2月21日（火）より発売します。 

※1 インテージ SRI日やけ止め市場 データ期間：2000年 11月～2016年 10月 アネッサブランド（金額シェア） 

 

◆ 顔用のジェルタイプの日やけ止めのアクアブースター技術の採用と、デリケート肌用の新配置により、アネッ

サの日やけ止め全品※2へのアクアブースター技術の搭載が完了。 ※2 ベビーケア サンスクリーン Nは除く 

◆ スポーツシーンでもきれいでいたい女性のために、汗をかいてもべたつかず美しさをキープできるメーキャッ

プアイテムを新たに配置。 

 

2017年春夏の新製品 

日やけや汗を気にして長時間日に当たらないように気を遣い、スポーツ・レジャーを心から楽しめない…という女

性に向けて、アネッサは2016年2月に『汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなる』という資生堂独自の

革新的な技術「アクアブースター技術」を搭載した日やけ止め乳液・スプレーの 3品を発売しました。2017年もアクア

ブースター技術を搭載した顔用の日やけ止め用美容液を発売します。さらに、デリケート肌の女性や、赤ちゃん・お

子さまのいるママに向けた、低刺激処方のマイルドタイプの日やけ止めも新配置し、アネッサの日やけ止め全品に

アクアブースター技術を搭載しました。 

また、スポーツシーンでもきれいでいたい女性に向けて、汗でくずれにくい画期的なスポーツ専用メーキャップアイ

テムも同時発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
左より 

パーフェクトフェイシャル UV アクアブースター 

薬用美白エッセンスフェイシャルUV AB（医薬部外品） 

パーフェクトＵＶ アクアブースター マイルドタイプ 

エッセンスＵＶ アクアブースター マイルドタイプ 

 

左より 

パーフェクト BBベース ビューティーブースター 

パーフェクト さらさらミスト 

パーフェクト アイブロー 

 

2017-2 

株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 



新製品の特長 

（１）未来の美肌を守る「ビューティーサンケア」 

紫外線はシミ・乾燥・小じわなど、肌老化を引き起こす要因になるということは知っているものの、日やけ止め

効果の高いものは、肌への負担があると考えている方が多いようです。アネッサの日やけ止めには軽やかな使

い心地で美肌エッセンス※3 をたっぷり配合しているので、紫外線ダメージをしっかりとケアしながらスキンケアし

ます。今はもちろん未来の美肌を守ります。 

※3 「パーフェクト UV アクアブースター」「パーフェクト UV スプレー アクアブースター」「パーフェクトフェイシャルＵＶ アクアブースター」の 3 品に

は、バラ果実エキス、ヒアルロン酸、グリセリン(保湿)を、「エッセンス UV アクアブースター」「薬用美白エッセンス フェイシャル UV AB」の 2

品には、ブルガリアローズ水、イザヨイバラ果実エキス、西洋バラエキス、ヒアルロン酸、グリセリン(保湿)を配合。 

（２）ビューティーブースター技術 

「パーフェクト BBベース ビューティーブースター」に搭載された「ビューティーブースター技術」は、『汗や水に

触れると、塗布膜が均一になり、肌表面の光の反射量が増えて、透明感をアップさせる』ものです。これは、膜の

均一化機構を活用したアクアブースター技術の応用技術です。 

（３）さらさらエアリー処方 

「パーフェクト BB ベース ビューティーブースター」と「パーフェクト さらさらミスト」の 2 品に共通する特長であ

る「さらさらエアリー処方」により、多数の細孔を持つさらさらな粉末が汗や水を吸着することで不快なべたつきも

気になりません。汗をかいた後でも、さらさらな使い心地がずっと続く使用感を実現しました。 

 

 

プロモーション・販売チャネル 

TVCM・雑誌・WEB広告のほか、店頭ボード・ポスター等で展開します。を販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・

化粧品専門店など約 20,000店のほか、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」でも販売します。   

 
 
【商品一覧】 全 10品目 13品種 

 

 

 

 

 
商品名 分類 容量 

品種・
色数 

価格 

新
製
品 

アネッサ パーフェクトフェイシャルＵＶ アクアブースター 日やけ止め用美容液 40g 1種 

ノープリント 
プライス 

アネッサ 薬用美白エッセンスフェイシャルＵＶ ＡＢ 
（医薬部外品） 

日やけ止め用美容液 40g 1種 

アネッサ パーフェクトUV アクアブースター 
マイルドタイプ 

日やけ止め用乳液 60mL 1種 

アネッサ エッセンスUV アクアブースター 
マイルドタイプ 

日やけ止め用乳液 60mL 1種 

アネッサ パーフェクト BBベース ビューティーブースター 化粧下地 各25mL 2色 

アネッサ パーフェクト さらさらミスト 化粧水状おしろい 38mL 1種 

アネッサ パーフェクト アイブロー アイブロー 1.4mL 1色 

外
装
強
化 

アネッサ パーフェクトＵＶ アクアブースター 
（外装強化品） 

日やけ止め用乳液 
60mL 

2種 
25mL 

アネッサ エッセンスＵＶ アクアブースター 
（外装強化品） 

日やけ止め用乳液 
60mL 

2種 
25mL 

アネッサ パーフェクトＵＶスプレー アクアブースター 
（外装強化品） 

日やけ止め用スプレー 25mL 1種 



 

【商品概要】 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

アネッサ 

パーフェクトフェイシャルＵＶ 

アクアブースター 

＜日やけ止め用美容液＞ 

SPF50+・PA++++ 

40g 

ノープリントプライス 

 

 

 

○汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術採用 

○くり返し強い紫外線を浴びても、製剤を安定に保ち肌を守ります。 

 －光スタミナ技術 

○強烈な紫外線によるダメージ※4から肌を守ります。※4乾燥ダメージ 

 －美肌エッセンス※5 ※5バラ果実エキス、ヒアルロン酸、グリセリン(保湿) 

○スーパーウォータープルーフタイプです。 

○化粧もちを良くする下地効果があります。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○みずみずしくのび、肌にやさしいサラサラな感触のジェルです。 

○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） 

アネッサ 

薬用美白エッセンスフェイシャルＵＶ 

ＡＢ 

（医薬部外品） 

＜日やけ止め用美容液＞ 

SPF50+・PA++++ 

40g 

ノープリントプライス 

 

 

 

○汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術採用 

○メラニン生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。 

 －美白有効成分 m-トラネキサム酸※6配合 ※6 トラネキサム酸 

○強烈な紫外線によるダメージ※4から肌を守ります。※4 乾燥ダメージ 
 －美肌エッセンス※7 ※7 ブルガリアローズ水、イザヨイバラ果実エキス、 

 西洋バラエキス、ヒアルロン酸、グリセリン(保湿) 
○ウォータープルーフタイプです。 

○化粧もちを良くする下地効果があります。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○なめらかにのび、肌にやさしいしっとりとした感触のジェルです。 

○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） 

アネッサ 

パーフェクトＵＶ アクアブースター 

マイルドタイプ 

＜日やけ止め用乳液＞ 

SPF50+・PA++++ 

60mL 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術採用 

○ベビーやキッズなどの敏感な肌にも使える低刺激タイプです。 

○紫外線や空気中の微粒子汚れから肌を守ります。 

○スーパーウォータープルーフタイプです。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○するするのびてなじみのよい、サラサラな感触のミルクです。 

○砂が肌につきにくいサンドプルーフ効果があります。 

○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） 

使用法 

●2層タイプなので容器をよく振ってからお使いください。 

●顔や首には、朝のスキンケアの最後に適量を取りムラなく丁寧になじま

せます。からだには、容器から直接肌の上に線状にとり、手のひらで円

を描くようにムラなくなじませます。 

今と未来の美肌を守る 

薬用美白＆保湿 顔用 UV 

今と未来の美肌を守る 

肌あれを防ぐ 顔用 UV 

今と未来の美肌を守る 

しっかり守る デリケート肌用 UV 



 

商品名・容量・価格 商品特長 

アネッサ 

エッセンスＵＶ アクアブースター 

マイルドタイプ 

＜日やけ止め用乳液＞ 

SPF35・PA+++ 

60mL 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

○汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術採用 

○ベビーやキッズなどの敏感な肌にも使える低刺激タイプです。 

○角層をうるおいで満たし、美肌を保つヒアルロン酸 GL※8 配合 

※8 アセチルヒアルロン酸 Na＋グリセリン（保湿） 

○紫外線や空気中の微粒子汚れから肌を守ります。 

○ウォータープルーフタイプです。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○するするのびてなじみのよい、しっとりとした優しい感触のミルクです。 

○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） 

 

使用法 

●2層タイプなので容器をよく振ってからお使いください。 

●顏や首には、朝のスキンケアの最後に適量を取りムラなく丁寧になじま

せます。からだには、容器から直接肌の上に線状にとり、手のひらで円

を描くようにムラなくなじませます。 

 

 

 

アネッサ 

パーフェクト BBベース 

ビューティーブースター 

＜化粧下地＞ 

SPF50+・PA++++ 

各 25mL 

2色 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

○汗をかいても、つけたてのさらさらな使い心地がずっと続きます。 

－さらさらエアリー処方 b 

○汗や水に触れると透明感がアップし、さらに美しい肌を演出します。 

－ビューティーブースター技術 

○うるおい成分スーパーヒアルロン酸 コンプレックス※10配合 
※10 アセチルヒアルロン酸Ｎa＋ケイ酸(Li/Mg/Na)＋グリセリン）(保湿) 

○汗をかいても嫌なニオイを感じにくくし、爽やかな香りに変えるハーモナ

ージュ香料配合 

○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） 

 

色調  

 

 

 

 

 

使用法 

●2層タイプなので容器を上下によく振ってからお使いください。 

●朝のスキンケアの最後に、顏から手のひらに適量を取り、顔全体にムラ

なくていねいにくなじませます。 

●普段お使いのメーク落としで落とせます。 

 

 

 

 

今と未来の美肌を守る 

うるおい守る デリケート肌用 UV 

ナチュラル ライト 

いつものファンデ※9を汗に強く！ 

さらさら続く 化粧下地＆BB 

※9 資生堂の代表的なファンデーション処方系にて発汗条件下テスト済み  

 



 

商品名・容量・価格 商品特長 

アネッサ 

パーフェクト さらさらミスト 

＜化粧水状おしろい＞ 

38mL 

ノープリントプライス 

 

 

 

○ベタベタ肌を瞬時にさらさらにリフレッシュします。 

－さらさらエアリー処方 m 

○おしろい効果で肌色を明るくし、透明感がアップします。 

○うるおい成分－スーパーヒアルロン酸 GL※11配合。 
※11 アセチルヒアルロン酸Ｎa＋グリセリン（保湿） 

○お出かけ前、お化粧の仕上げにお使いいただくと、過酷な環境でもメー

キャップをキープするロングラスティング効果があります。 

○外出先で、汗をかいた後などにお使いいただくと、瞬時にテカリやべた

つきをオフし簡単に化粧直しができる－リフレッシュ効果－ 

○汗をかいても嫌なニオイを感じにくくし、爽やかな香りに変えます。 

－ハーモナージュ香料配合 

○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） 

 

使用法 

●容器を上下によく振ってからお使いください（おしろいとミストが混ざり白

濁するまで約 10回程度）。 

●顏から 15cmほど離し、目や口を閉じて顏全体に、適量（6～8プッシュ）

をスプレー後、手のひらで軽くなじませます。なじませた後、指全体で肌

表面をなでるように内側から外側へすべらせます。 

 

 

 

 

アネッサ 

パーフェクト アイブロー 

＜アイブロー＞ 

1.4mL 

ノープリントプライス 

 

 

 

○汗をかいても濡れても、落ちにくいウォータープルーフタイプで、長時間

眉尻までキープします。 

○筆ペンタイプで繊細に描けて簡単に理想の眉が手に入ります。 

○ノック式なので、ナチュラル眉からくっきり眉まで濃淡調整が可能です。 

○普段のアイブローの上からコートとしても使えます。 

○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） 

 

色調  

 

 

 

 

使用法  

●よく振ってキャップをはずします。 

●1～3回程度ノックし、液が全体に行き渡るよう筆先を整えてからお使い

ください。 

●眉尻から毛流れに沿って隙間を埋めるように描きます。 

●眉頭は筆全体を使い、軽いタッチでぼかします。 

 

 

 

 

汗・水に強い！ 

眉尻キープアイブロー 

アッシュブラウン 

汗をかいても、さらさら続く 

快適、おしろいミスト 



 

商品名・容量・価格 商品特長 

アネッサ 

パーフェクトＵＶ アクアブースター 

＜日やけ止め用乳液＞ 

SPF50+・PA++++ 

60mL 

25mL 

（外装強化品） 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

○汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術採用 

○くり返し強い紫外線を浴びても、製剤を安定に保ち肌を守ります。 

 －光スタミナ技術 

○強烈な紫外線によるダメージ※4から肌を守ります。※4 乾燥ダメージ 

 －美肌エッセンス※5 ※5 バラ果実エキス、ヒアルロン酸、グリセリン(保湿) 

○スーパーウォータープルーフタイプです。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○みずみずしくのび、肌にやさしいサラサラな感触のミルクです。 

○砂が肌につきにくいサンドプルーフ効果があります。 

○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） 

アネッサ 

エッセンスＵＶ アクアブースター 

＜日やけ止め用乳液＞ 

SPF50+・PA++++ 

60mL 

25mL 

（外装強化品） 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

○汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術採用 

○くり返し強い紫外線を浴びても、製剤を安定に保ち肌を守ります。 

 －光スタミナ技術 

○強烈な紫外線によるダメージ※4から肌を守ります。※4 乾燥ダメージ 
－美肌エッセンス※7  ※7 ブルガリアローズ水、イザヨイバラ果実エキス、 

  西洋バラエキス、ヒアロン酸、グリセリン(保湿) 

○ウォータープルーフタイプです。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○なめらかにのび、肌にやさしいしっとりとした感触のミルクです。 

○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） 

アネッサ 

パーフェクトＵＶスプレー 

アクアブースター 

＜日やけ止め用スプレー＞ 

SPF50+・PA++++ 

60g 

（外装強化品） 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

○汗や水に触れると、紫外線をブロックする膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術採用 

○くり返し強い紫外線を浴びても、製剤を安定に保ち肌を守ります。 

 －光スタミナ技術 

○肌に均一に広がり、あらゆる角度からの紫外線を防ぎます。 

 －360°ムラやけブロック技術 

○強烈な紫外線によるダメージ※4から肌を守ります。※4 乾燥ダメージ 

 －美肌エッセンス※5  ※5 バラ果実エキス、ヒアルロン酸、グリセリン(保湿) 

○スーパーウォータープルーフタイプです。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○肌にやさしいサラサラな感触のスプレーです。 

○砂が肌につきにくいサンドプルーフ効果があります。 

○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） 

■アネッサ ブランドサイト http://www.shiseido.co.jp/anessa/ 

今と未来の美肌を守る 

過酷な紫外線に 最強※12UV 

※12 アネッサ内、ウｫータープルーフ効果として  

今と未来の美肌を守る 

スキンケアする 保湿 UV 

今と未来の美肌を守る 

ムラやけ防ぐ 強力※13UVスプレー 

※13 アネッサ内、ウォータープルーフ効果として  

 


