
   

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

2017年 日やけ止めシリーズ新発売 

～太陽も味方につけて今の肌をエイジングケア*する新発想の“サン・スキンケア”～ 

 

資生堂グループのハイプレステージブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、ラグジュアリーな日やけ止めシ

リーズ【全 5品目 8品種 希望小売価格 6,000～9,000円（税抜）】を、2017年 2月 21日（火）より発売しま

す。新製品は、全国の百貨店約 220店、化粧品専門店約 2,000店を中心に取り扱います。また、日本を含

む世界 12の国と地域(中国、台湾、韓国、マレーシア、タイ、シンガポール、ベトナム、インドネシア、アメリ

カ、カナダ、ロシア)で発売します（発売元：株式会社資生堂インターナショナル）。 

 

◆ 高い紫外線防御効果をもちながら、優れたスキンケア効果とラグジュアリーなテクスチャーでエイジング 

ケア*するサンケアのラインナップを強化。クリームタイプの他、乳液タイプ、ナチュラルカラーの顔用タイプ、

唇ケアまで新配置し、シリーズトータルで贅沢な「サン・スキンケア」を提案します。 

◆ チリ・ホコリなどの外的要因にも着目。悪影響を与える一因から肌を守り、生きいきとした美しさを目指し

ます。 

 

*年齢に応じたうるおいケアのこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品一覧】                                                       

商品名 分類 容量 色数 希望小売価格 

クレ・ド・ポー ボーテ 

クレームＵＶ  
日やけ止めクリーム 

 （顔・からだ用） 
50g 

 9,000円 

（税込 9,720 円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

エマルションＵＶコール  

日やけ止め乳液  

（からだ用） 
75mL 

 7,500円 

（税込 8,100円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

エマルショントレオートＵＶコール  

日やけ止め乳液  

（からだ用） 
75mL 

 7,500円 

（税込 8,100 円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

クレームタンテＵＶ 

日やけ止めクリーム  

（顔用） 
30mL 4色 

各 8,000 円 

（税込 8,640 円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ソワンＵＶレーブル 
リップクリーム 4g 

 6,000 円 

（税込 6,480 円） 

 

 

 
※お客さまからのお問い合わせは、「資生堂インターナショナル 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 

クレ・ド・ポー ボーテ  

2017 年 2 月 21 日（火）発売 

写真左から 

エマルションＵＶコール 

クレームタンテＵＶ 

クレームＵＶ (中央) 

エマルショントレオートＵＶコール 

ソワンＵＶレーブル 
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全 5品目 8品種 



クレ・ド・ポー ボーテから、進化した日やけ止めシリーズ 

2011 年、クレ・ド・ポー ボーテでは、高い紫外線防御効果をもちながら、ラグジュアリーなテクスチャーでエイ

ジングケア*する日やけ止めクリーム「クレームプロテクション UV」を発売し、美肌意識の高いお客さまを中心に

高い支持を得ています。背景には、紫外線によるダメージによって、シミができるといった「肌色」に関わることに

加え、肌が老化する、しわができるといった「光老化」の対策として紫外線防御のニーズが定着してきていること

が挙げられます。そこで、今回、さらなる極上の使い心地と性能を追求し、新たな日やけ止めのお手入れ提案と

して、「サン・スキンケア」を提唱、「クレームプロテクション UV」の後進となる「クレーム UV」を中核とし、乳液タ

イプ、顔用のカラータイプ、唇ケアまで含めたトータルの日やけ止めシリーズを配置します。 

*年齢に応じたうるおいケアのこと 

太陽と親密に。肌は贅沢に。サン・スキンケア誕生。 

  最先端の皮ふ研究の知見を取り入れ、そのスキンケアアイテムを世に送り出してきたクレ・ド・ポー ボーテ

は、2016 年の中核スキンケアのイノベーションを契機に、肌に触れた瞬間から得られる「輝き」の実感とラグジ

ュアリーな満足感を高めることに取り組んでいます。今回の新しい日やけ止めシリーズは、「サン・スキンケ

ア」と位置づけ、高い紫外線防御効果はもちろん、まるで上質なスキンケアアイテムでお手入れするかのよう

にラグジュアリーな使い心地で、強力な紫外線ダメージから、大切な肌やデリケートな唇を守ることを目指しま

す。また、新たなアプローチとして、チリ・ホコリなどの外的要因にも着目。悪影響を与える一因から、顔、から

だ、唇を守り、生きいきとした美しさを保ちます。 

なお、発売時に投入する雑誌宣伝では、太陽までも味方につけ、贅沢にスキンケアするという新コンセプト

を表現するにあたり、「太陽と親密に。肌は贅沢に。サン・スキンケア誕生。」というコピーを採用します。同時

期に投入する美白美容液の新製品広告と連動して展開、美白ケアとサン・スキンケアの両方を提案すること

により、ブランドが追求する圧倒的な「輝き」の世界観を訴求します。 

 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

クレームＵＶ  

＜日やけ止めクリーム＞ 

（顔・からだ用） 

50g 

9,000 円 

（税込 9,720 円） 

SPF50+・PA++++ 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*年齢に応じたうるおいケアのこと 

独自成分イルミネイティングコンプレックス EX 配合（保湿・整肌） 
（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸 Na、トレハロ

ース、グリセリン、PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテル、ポリクオタニウム-51） 

ハイビス花エキス GL配合（保湿）（ハイビスカス花エキス、グリセリン） 
 

○ 肌深部まで届きダメージを与える UVAや短時間で表面に炎症を起こしや

すい UVBなど強力な紫外線からしっかりと肌を守ります。 

○ まるで上質な保湿クリームのようなテクスチャーで、日々ダメージにさらさ

れている肌にも溶けるように、なめらかにのび広がります。 

○ べたつきや皮膜感のない使い心地で、一年を通じてお使いいただけます。 

○ 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐとともに、肌あれや乾燥など紫外線によ

るさまざまなダメージを防ぎます。 

○ スキンケア効果に優れ、肌を穏やかにし一日中しなやかではりのある肌

を保ちます。 

○ 紫外線に加え、さらにチリ・ホコリなどの外的要因に着目。肌に悪影響を

与える一因から肌を守ることで生きいきとした美しい肌に保ちます。 

○ きめ細やかでなめらかな肌に整え、ファンデーションのつきやのりをよく

するので、化粧下地としても使えます。 

○ 天然のローズや希少なランなどを調香した、爽やかで華やかな香りで

す。 

○ ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、

アレルギーが起きないというわけではありません） 

 

太陽も味方につけて今の肌をエイジングケア*しながら、 

あらゆる紫外線によるダメージをしっかり防ぐ 

クリームタイプの日やけ止めです。 

弾力のあるはりとうるおいに満ちた美しく輝くような肌を保ちます。 

【商品概要】                                          ※表示価格は希望小売価格です。 

 

 

,, 

 

【使用方法】             

○顔や首に使用するときは、朝の

お手入れの最後に、指先に適

量をとり、ムラなく丁寧になじま

せます。（化粧下地を使用する

場合は、その前にご使用くださ

い） 

○からだに使用するときは、容器

から直接肌の上に線状にとり、

手のひらで大きく円を描くように

広げながら、ムラなくなじませま

す。 

○洗顔時は、メーク落としをお使

いになることをおすすめします。

からだはボディー用洗浄料でス

ムーズに落とせます。 

 



商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

エマルションＵＶコール  

＜日やけ止め乳液＞ 

（からだ用） 

75mL 

7,500 円 

（税込 8,100 円） 

SPF30・PA+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*年齢に応じたうるおいケアのこと 

独自成分イルミネイティングコンプレックス EX 配合（保湿・整肌） 
（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸 Na、トレハロ

ース、グリセリン、PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテル、ポリクオタニウム-51） 

ハイビス花エキス GL配合（保湿）（ハイビスカス花エキス、グリセリン） 
 

○ 肌深部まで届きダメージを与える UVAや短時間で表面に炎症を起こしや

すい UVBなど強力な紫外線からしっかりと肌を守ります。 

○ 肌にのばした瞬間に豊かなうるおいがなめらかに広がり、溶け込むよう

になじみます。べたつきを感じさせないみずみずしいベールで肌を包み

込み、一年を通じて心地よくお使いいただけます。 

○ 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐとともに、肌あれや乾燥など紫外線によ

るさまざまなダメージを防ぎます。 

○ 紫外線に加え、さらにチリ・ホコリなどの外的要因に着目。肌に悪影響を

与える一因から肌を守ることで生きいきとした美しい肌に保ちます。 

○ スキンケア効果に優れ、日中の肌をうるおいのある、しなやかでなめらか

な肌に保ちます。 

○ 天然のローズや希少なランなどを調香した、爽やかで清々しい香りです。 

○ アレルギーテスト済み（全てのかた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・ド・ポー ボーテ 

エマルショントレオート 

ＵＶコール  

＜日やけ止め乳液＞ 

（からだ用） 

75mL 

7,500 円 

（税込 8,100 円） 

SPF50+・PA++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*年齢に応じたうるおいケアのこと 

独自成分イルミネイティングコンプレックス EX 配合（保湿・整肌） 
（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸 Na、トレハロ

ース、グリセリン、PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテル、ポリクオタニウム-51） 

ハイビス花エキス GL配合（保湿）（ハイビスカス花エキス、グリセリン） 
 

○ 汗、皮脂に強く、ウオータープルーフ効果で、肌深部まで届きダメージを

与える UVAや短時間で表面に炎症を起こしやすい UVBなど強力な紫外

線からしっかりと肌を守ります。 

○ 驚くほど軽い感触で肌のすみずみまで素早く広がり、さらりとなじみます。 

非常に高い紫外線防御効果がありながら、べたつきや皮膜感を感じさせ

ない繊細なベールで肌を包み込み、あらゆるレジャーシーンにおいても

心地よくお使いいただけます。 

○ 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐとともに、肌あれや乾燥など紫外線によ

るさまざまなダメージを防ぎます。 

○ スキンケア効果に優れ、日中の肌をうるおいのある、しなやかでなめらか

な肌に保ちます。 

○ 紫外線に加え、チリ・ホコリなどの外的要因に着目。肌に悪影響を与える

一因から肌を守ることで生きいきとした美しい肌に保ちます。 

○ 天然のローズや希少なランなどを調香した、爽やかで清々しい香りです。 

○ アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありま

せん） 

太陽も味方につけて今の肌をエイジングケア*しながら、 

あらゆる紫外線によるダメージをしっかり防ぐ 

乳液タイプの日やけ止めです。 

肌に心地よくなじみ、みずみずしくうるおいに満ちた、 

なめらかで美しく輝くような肌を保ちます。 

 

太陽も味方につけて今の肌をエイジングケア*しながら、 

あらゆる紫外線によるダメージをしっかり防ぐ 

乳液タイプの日やけ止めです。 

汗・皮脂に強く、高い紫外線防御効果があり、 

なめらかで美しく輝くような肌を保ちます。 

 

【商品概要】                                          ※表示価格は希望小売価格です。 

 

,, 

 

【使用方法】             

○容器から直接肌の上に線状に

とり、手のひらで大きく円を描く

ように広げながら、ムラなくのば

します。 

○お手持ちの洗浄料でスムーズ

に落とせます。 

【使用方法】             

○２層タイプなので、よく振ってか

らお使いください。 

○容器から直接肌の上に線状に

とり、手のひらで大きく円を描く

ように広げながら、ムラなくのば

します。 

○お手持ちの洗浄料でスムーズ

に落とせます。 
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商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

クレームタンテＵＶ 

＜日やけ止めクリーム＞ 

（顔用） 

30mL 

4色 

各 8,000円 

（税込 8,640 円） 

SPF50+・PA++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*年齢に応じたうるおいケアのこと 

独自成分イルミネイティングコンプレックス EX 配合（保湿・整肌） 
（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸 Na、トレハロ

ース、グリセリン、PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテル、ポリクオタニウム-51） 

ハイビス花エキス GL配合（保湿）（ハイビスカス花エキス、グリセリン） 
 

○ 肌深部まで届きダメージを与える UVAや短時間で表面に炎症を起こしや

すい UVBなど強力な紫外線からしっかりと肌を守ります。 

○ 軽やかな使い心地で、まるで上質な保湿クリームのように、肌にとろける

ようになめらかにのび広がります。一年を通じてお使いいただけます。 

○ 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐとともに、肌あれや乾燥など紫外線によ

るさまざまなダメージを防ぎます。 

○ スキンケア効果に優れ、日中の肌をうるおいのある、しなやかでなめらか

な肌に保ちます。 

○ 紫外線に加え、さらにチリ・ホコリなどの外的要因に着目。肌に悪影響を

与える一因から肌を守ることで生きいきとした美しい肌に保ちます。 

○ 肌を美しく保つための日やけ止めにふさわしい、天然のローズや希少な

ランなどを調香した、爽やかで華やかな香りです。 

○ ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、

アレルギーが起きないというわけではありません） 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ソワンＵＶレーブル  

＜リップクリーム＞ 

4g 

6,000円 

（税込 6,480 円） 

SPF30・PA+++ 

 

 

 

 

 

 

 
*年齢に応じたうるおいケアのこと 

EX ヴィタヒアロ TM（保湿：アセチルヒアルロン酸 Na、ケイ酸（Na／Mg）、ヒアルロン酸

Na、モルティエレラ油、グリセリン、PEG／PPG-36/41 ジメチルエーテル） 

プレミアムアルガンオイル（保湿：アルガニアスピノサ油） 
 

○ 肌深部まで届きダメージを与える UVAや短時間で表面に炎症を起こしや

すい UVBなど強力な紫外線からしっかりと唇を守ります。 

○ ソフトなテクスチャーで唇に触れた瞬間にやわらかくとろけるように広が

り、みずみずしいうるおいで唇を包み込みます。 

○ デリケートな唇を外的の悪影響から保護し、唇のあれや乾燥など紫外線

によるさまざまなダメージから守ります。 

○ まるで美容液のような優れたトリートメント効果で、唇の表面をなめらかに

整え、つややかでふっくらとした印象の美しい口もとに導きます。 

○ 口紅の下地としても使用できます。 

○ 天然ローズエッセンスを配合した明るく清らかな香りです。 

○ アレルギーテスト済み（全てのかた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・ド・ポー ボーテ ブランドサイト http://www.cledepeau-beaute.com  

太陽も味方につけて今の肌をエイジングケア*しながら、 

紫外線によるダメージをしっかり防ぐ 

ナチュラルカラータイプの顔用の日やけ止めです。 

自然な肌色で肌のくすみや色むらをカバーし、 

上質なつやのある美しく輝くような肌を演出します。 

 

デリケートな唇をエイジングケア*しながら、 

あらゆる紫外線によるダメージをしっかりと守る 

乳液タイプのリップクリームです。 

紫外線防御効果に優れ、つけた瞬間のうるおい感が持続し、 

しっとりとつややかな唇を保ちます。 

 

【商品概要】                                           ※表示価格は希望小売価格です。 

 

  

 

 

                 

 

         ※表示価格は希望小売価格です。 
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【使用方法】             

○お手持ちのスキンケアで肌を

整えた後にお使いください。 

○指先に適量をとり、顔の中心

から外側に向かって顔全体に

均一にていねいになじませま

す。 

○洗顔時は、メーク落としをお使

いください。 

 

【使用方法】             

○スティックを２～３㎜くり出し、

直接唇につけてお使いくださ

い。必要に応じて重ねづけをし

てください。 

http://www.cledepeau-beaute.com/

