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デオドラントスプレー売上No.1ブランド※1の「エージープラス」が進化
高密着処方ですき間なく届く。ニオイ菌を殺菌※2。1日ずーっとにおわない
「エージープラス」を刷新、香りつきのフレグランスラインも拡充
「パウダースプレー ｆ」をはじめとする全 16 品目 32 品種
2015 年 2 月 21 日（土）新発売
資生堂は、デオドラントブランド「エージープラス」より、「パウダースプレー ｆ」（医薬部外品）」
をはじめとする全16品目32品種【ノープリントプライス】を2015年2月21日（土）に発売します。
「エージープラス」は、高機能パウダースプレーの先駆けとして幅広い年代の方に支持され、
2001年の発売以来、累計出荷本数は1億5000万本※3を超えています。今回、高密着処方ですき
間なくピタッと密着して、ニオイのもととなるニオイ菌を殺菌 ※2する「ニオイフルブロック技術」を新
たに採用し、これにより「ニオイを防ぐ」機能価値を高め、ブランドをより一層強化します。またパ
ウダースプレーには、新たに香りも楽しめるフレグランスラインを配置、香り嗜好の高い女性ユー
ザーの獲得を図ります。
※1 インテージSRI 制汗剤（パウダースプレー）市場 2013年11月～2014年10月 Ag+ブランド（累計販売金額）
※2 有効成分：IPMP(イソプロピルメチルフェノール)
※3 資生堂出荷ベース 2001年2月～2014年12月

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 ０１２０－３０－４７１０」でお受けしています。

進化ポイント
新製品「パウダースプレー ｆ」「クールパウダースプレー ｆ」「フットスプレー f」「デオドラントステ
ィック N」には、「ニオイフルブロック技術」を採用、高密着処方で肌にすき間なく密着し、ニオイ菌
を殺菌※2 します。有効成分を粉末と液体両方に配合し密度を強化、さらにコーティング油分によ
り、肌への密着性を高めました。また夏の汗対応として、汗吸着パウダーがしっかり汗を吸着、汗
をかいても流れ落ちにくく、白くならず、サラサラ快適に保つ効果も実現しました。
※２ 有効成分：ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）

＜肌への密着度がアップ！＞

(イメージ図）
従来品

新製品パウダースプレー ｆ

粉末

粉末と液体

従来品は有効成分が粉末で存在するのに対し、
新製品は粉末・液体両方に存在するので密度がアップ！
さらにコーティング油分により肌への密着性を高めました。

＜汗対応力がアップ！＞

プロモーション展開
宣伝広告については、ブランドの進化とともに、ニオイ鑑定人を新たに選定し、ニオイサイエン
ティスト「エイヴリー・ギルバート（Ａｖｅｒｙ Ｎ．Ｇｉｌｂｅｒｔ）」さんを起用します。４月中旬よりＴＶＣＭを
中心に展開する予定です。

Ａｖｅｒｙ Ｎ．Ｇｉｌｂｅｒｔ氏 ・・・カリフォルニア大学卒業後、ペンシ
ルバニア大学で心理学の博士号を取得。心理学者であると同
時に嗅覚専門の認知科学者。ニオイに関する画期的な研究を
科学雑誌に掲載したり、メディアや講演会に出演したりするな
どニオイのエキスパートとして多彩な活動を行っています。
著書「What the nose Knows」（邦題「匂いの人類学：鼻は知
っている」）は、ロサンゼルスタイムズブック賞、王立協会の科
学ブック賞にノミネート。

【商品一覧】

全16品目32品種
商品名

容量

エージープラス

(S) ４0ｇ

パウダースプレー f （医薬部外品） （無香料）

(L) 142ｇ

販売名：資生堂 パウダースプレー ｆ

(LL)180g

価格

エージープラス
パウダースプレー ｆ （医薬部外品）
（ＳＶ）（ＦＢ）（ＳＷ）（ＶＣ）（ＢＰ）
販売名：資生堂 パウダースプレー ｆ

各（S）40ｇ
各（L）142ｇ

（ＳＶ）（ＦＢ）（ＳＷ）（ＶＣ）（ＢＰ）
エージープラス
クールパウダースプレー ｆ （医薬部外品）
販売名：資生堂 クールパウダ-スプレー ｆ
エージープラス
フットスプレー ｆ （医薬部外品）
販売名：資生堂 フットスプレー ｆ

(S) 40ｇ
(L) 142ｇ

(S) 40ｇ
(L) 142ｇ

エージープラス
デオドラントスティック Ｎ
（医薬部外品）
ノープリント

販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎ
各 20ｇ
エージープラス
デオドラントスティック Ｎ（ＢＰ）
（医薬部外品）
販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎ（ＢＰ）
エージープラス
クリアシャワーシート Ｎ

各(S)10 枚

エージープラス

各(L)40 枚

クリアシャワーシート Ｎ（ＳＶ）
エージープラス
クリアシャワーラージシート Ｎ

12 枚

エージープラス

各(S)12 枚

クリアシャワーラージシート Ｎ（クール）

各（L）26 枚

エージープラス
メンズボディーシート Ｎ

各(S)12 枚
各（L）30 枚

エージープラス
メンズボディーシート Ｎ（ＣＴ）

各（CVS 限定）14 枚

プライス

【商品概要】

※全品ノープリントプライスです。

商品名・容量

商品特長

エージープラス
パウダースプレー ｆ
（医薬部外品）
（S）40g （L）142g （LL）180g
（無香料）
ノープリントプライス

菌直撃！ニオイ菌を断つ
高密着処方ですき間なく届く。
ニオイ菌を殺菌。
１日ずーっとにおわない
無香料のデオドラントスプレー

販売名：
資生堂 パウダースプレー ｆ

◆有効成分：ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）配合
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合

効能・効果：
わきが（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗

○肌にすき間なくピタッと密着し、ニオイの原因となる菌を殺
菌し、汗や皮脂がニオイへと変わるのを防ぎます。
○汗をかいても流れず、におわない肌環境が続きます。
○汗のべたつきを防ぎ、肌をサラサラに保ち、その効果を持
続します。

エージープラス
パウダースプレー ｆ 5 種
（ＳＶ）（ＦＢ）（ＳＷ）（ＶＣ）（ＢＰ）
（医薬部外品）
（S）40g （L）142g
ノープリントプライス
販売名：

ニオイ菌を断ってずーっといい香り。
高密着処方ですき間なく届く。ニオイ菌を殺菌。
新フレグランスデオドラントスプレー
◆有効成分：ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）配合
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合

資生堂 パウダースプレー ｆ
（ＳＶ）（ＦＢ）（ＳＷ）（ＶＣ）（ＢＰ）

○肌にすき間なくピタッと密着し、ニオイの原因となる菌を殺
菌し、汗や皮脂がニオイへと変わるのを防ぎます。

効能・効果：
わきが（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗

○汗をかいても流れず、におわない肌環境が続きます。
○汗のべたつきを防ぎ、肌をサラサラに保ち、その効果を持
続します。
○つけた瞬間香りが広がり、心地よいほのかな香りが続き
ます。
写真左上より
（ＳＶ）フレッシュサボン
みずみずしいさわやかなせっけんの香り
（ＦＢ）フローラルブーケ
大人っぽく華やかなフローラルブーケの香り
（ＳＷ）スウィートブレンド
可憐でキュートなスウィートブレンドの香り
（ＶＣ）ヴァ―ベナシトラス
みずみずしさはじけるヴァ―ベナシトラスの香り
（ＢＰ）ベビーパウダー
ふわり気品ただようベビーパウダーの香り

商品名・容量
エージープラス
クールパウダースプレー ｆ
（医薬部外品）
（S）40g （L）142g
（無香料）
ノープリントプライス

商品特長
シャキッと凍るような氷冷感！
ニオイ菌を断つ！
つけた直後からクール＆持続。
１日ずーっとにおわない
クールタイプのデオドラントスプレー

販売名：
資生堂 クールパウダースプレー ｆ

◆有効成分：ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）配合
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合

効能・効果：
わきが（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗

○肌にすき間なくピタッと密着し、ニオイの原因となる菌を殺
菌し、汗や皮脂がニオイへと変わるのを防ぎます。
○汗をかいても流れず、におわない肌環境が続きます。
○汗のべたつきを防ぎ、肌をサラサラに保ち、その効果を持
続します。
○塗布直後から爽快、氷冷感が続きます。

エージープラス
フットスプレー ｆ
（医薬部外品）
（S）40g （L）142g
（無香料）
ノープリントプライス
販売名：
資生堂 フットスプレー ｆ
効能・効果：
皮ふ汗臭、制汗

速攻！足の指までサラリ。
足のニオイを防ぐフットスプレー
肌にすき間なくピタっと密着してニオイ菌を殺菌！
1 日ずーっとにおわない。
◆有効成分：ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）配合
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○足の指の間までぴったり密着し、ニオイの原因となる菌を
殺菌し、汗や皮脂がニオイへと変わるのを防ぎます。
○速攻サラサラで足の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。

商品名・容量
エージープラス
デオドラントスティック Ｎ
（医薬部外品）
20g
（無香料）
ノープリントプライス
販売名：
資生堂 デオドラントスティック Ｎ
効能・効果：
わきが（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗

商品特長
直ヌリで密着。ニオイ菌を断つ！
ワキ汗対策、サラサラ快適
１日中ずーっとにおわない
無香料のデオドラントスティック
◆有効成分：ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）配合
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○わきの細かい凹凸にもすき間なくフィットし、ニオイの原因と
なる菌を殺菌し、汗や皮脂がニオイへと変わるのを防ぎま
す。
○汗をしっかり抑え、べたつかずにサラサラ快適。
○なめらかな肌タッチで直接塗布でき、肌への密着性の高い
スティックタイプです。

エージープラス
デオドラントスティック Ｎ（ＢＰ）
（医薬部外品）
20g
ノープリントプライス

直ヌリで密着。ニオイ菌を断つ！
ワキ汗対策、サラサラ快適
１日ずーっとにおわない
ベビーパウダーの香りのデオドラントスティック

販売名：
資生堂 デオドラントスティック Ｎ（ＢＰ）
効能・効果：

◆有効成分：ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）配合
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合

わきが（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗

○わきの細かい凹凸にもすき間なくフィットし、ニオイの原因と
なる菌を殺菌し、汗や皮脂がニオイへと変わるのを防ぎま
す。
○汗をしっかり抑え、べたつかずにサラサラ快適。
○ふわり気品ただようベビーパウダーの香り。
○なめらかな肌タッチで直接塗布でき、肌への密着性の高い
スティックタイプです。

商品名・容量
エージープラス
クリアシャワーシート Ｎ
（S）10 枚 （L）40 枚
（無香料）
ノープリントプライス

商品特長
みずみずしくシュワッと爽快！
ニオイ菌ごとふき去る。
ふき心地シャワーレベル！
無香料のボディーシート
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○べたつく汗やニオイをしっかりふき去り、まるでシャワー後の
ような爽快感が続きます。
○パウダーインなのに白くならずにサラサラ感が持続します。
○毛羽立ちにくい極細繊維を採用、やさしい肌あたりで汗・ニ
オイ・汚れをすっきりふきとります。

エージープラス
クリアシャワーシート Ｎ（ＳＶ）
（S）10 枚 （L）40 枚
ノープリントプライス

みずみずしくシュワッと爽快！
ニオイ菌ごとふき去る。
ふき心地はシャワーレベル！
フレッシュサボンの香りのボディーシート
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○べたつく汗やニオイをしっかりふき去り、まるでシャワー後の
ような爽快感が続きます。
○パウダーインなのに白くならずにサラサラ感が持続します。
○さわやかなせっけんの香り、フレッシュサボン。
○毛羽立ちにくい極細繊維を採用、やさしい肌あたりで汗・ニ
オイ・汚れをすっきりふきとります。

エージープラス
クリアシャワーラージシート Ｎ
12 枚
（無香料）
ノープリントプライス

全身スッキリ、爽快感！
ニオイ菌ごとふき去る。
ふき心地シャワーレベル
全身用大判サイズのボディーシート

◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○べたつく汗やニオイをしっかりふき去り、まるでシャワー後の
ような爽快感が続きます。
○パウダーインなのに白くならずにサラサラ感が持続します。
○全身まるごとふける大判シートです。

商品名・容量
エージープラス
クリアシャワーラージシート Ｎ
（クール）
（S）12 枚 （L）26 枚
ノープリントプライス

商品特長
全身スッキリ、氷冷感！
ニオイ菌ごとふき去る。
スーッとクール感が続く！
全身用大判サイズのボディーシート
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○べたつく汗やニオイをしっかりふき去り、キンキンにクールな
氷冷感が続きます。
○ふいた瞬間に清涼感を実感、肌をクールダウンします。
○パウダーインなのに白くならずにサラサラ感が持続します。
○全身まるごとふける大判シートです。

エージープラス
メンズボディーシート Ｎ
（S）12 枚 （L）30 枚
（CVS 限定）14 枚
ノープリントプライス

極ヒヤッ！激サラッ！
男の汗・アブラ・ニオイをスカッとふき去り、
全身サラサラ＆クールな爽快感が続く
無香料のメンズボディーシート
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○ふいた瞬間、クール感を実感。ひんやり爽快感が持続しま
す。
○べたつきやすい男性の汗・アブラ・ニオイまでしっかりふき去
り、清潔な肌にします。
○全身まるごとふけるエージプラスの中でも最大の大判サイ
ズ（250 ㎜×200 ㎜）。

エージープラス
メンズボディーシート Ｎ（ＣＴ）
（S）12 枚 （L）30 枚
（CVS 限定）14 枚
ノープリントプライス

極ヒヤッ！激サラッ！
男の汗・アブラ・ニオイをスカッとふき去り、
全身サラサラ＆クールな爽快感が続く
シトラストニックの香りのメンズボディーシート
◆銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合
○拭いた瞬間、クール感を実感。ひんやり爽快感が持続しま
す。
○べたつきやすい男性の汗・アブラ・ニオイまでしっかりふき去
り、清潔な肌にします。
○果実のような爽快なシトラストニックの香り。
○全身まるごとふけるエージプラスの中でも最大の大判サイ
ズ（250 ㎜×200 ㎜）。

