
 

  

                    

 
次世代の美白＆エイジングケア誕生！ 

進化した「エリクシール ホワイト」、2016年 3月 21日（月）発売 
～ みずみずしく明るい肌に導く新薬用美白化粧水・乳液・日中用美容乳液 ～ 

 

 

資生堂は、高機能エイジングケアブランド「エリクシール」の美白シリーズ「エリクシール ホワイト」よ

り、新しい薬用美白化粧水・乳液・日中用美容乳液を 2016年 3月 21日（月）より発売します【全 15品

目 15品種/ノープリントプライス】。 

＊美白化粧品は、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケアです。 

 

◆ 1983年に肌とコラーゲンの関係に着目して誕生した「エリクシール」は、スキンケア市場ブランド

別金額シェア No.1※1。 

◆ 2010年に発売した美白シリーズ「エリクシール ホワイト」が、顔全体の印象に着目した「美白＆

エイジングケア」へと進化。   
     ※1 インテージ SRI スキンケア市場 2015年 1 月～12 月累計 ブランド別金額シェア 
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株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社  

発売の背景 

「エリクシール」は、発売以来、常に先端のテクノロ

ジーと時代背景を踏まえた新しいソリューションを提

案し、日本女性の前向きな生き方を応援してきまし

た。現在、スキンケア市場のブランド別金額シェアで

No.1※1を獲得しています。 

今回、主な対象である 30～40 代の女性が、「明る

いところで肌を見ると、肌色が暗くて、ぎょっとする」、

「淡い色の洋服が似合わなくなった気がする」など、

日常の様々なきっかけで、「シミ」とは違う「肌のどん

よりした印象」を実感していることに着目（N=24、2014

年 12 月 資生堂調べ）。美白シリーズ「エリクシール 

ホワイト」で、次世代の「美白＆エイジングケア」を実

現します。最新※2 コラーゲン科学を搭載し、大人の

肌をうるおいとハリで満たし、明るさに満ちた顔印象

へと導きます。 

※2 エリクシール内で 

※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。 
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「エリクシール」ブランドについて 

「エリクシール」は、1983 年に、肌とコラーゲンの関係に着目して誕生したエイジングケアブランドです。

2006年には、環境や年齢による肌変化を実感する女性に向けて、みずみずしいつやと豊かなハリのある

肌へ導く「エリクシール シュペリエル」にリニューアル。2010 年に、肌本来の透明純度を引き出す美白シ

リーズ「エリクシール ホワイト」を発売しました。そして、2014年には「いつまでも若わかしく、きれいであり

たい」という女性たちの普遍的なニーズに応え、最新※2 コラーゲン研究を結集した高機能エイジングケア

ブランドへと進化しました。 
※2 エリクシール内で 

 

商品特長 

今回進化する「エリクシール ホワイト」は、大人の美白＆エイジングケアを実現します。化粧水・乳液

に美白有効成分４MSK※3を、日中用美容乳液には美白有効成分 m-トラネキサム酸※4を配合し、メラニ

ンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。さらに、3 品に共通して独自成分「クリアイノシトール V※5」、

「コラーゲン GL※6」などを配合。大人の肌をうるおいとハリで満たし、明るい肌へ導きます。 

※3  4-メトキシサリチル酸カリウム塩 

※4 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ、トラネキサム酸 

※5 イノシット、ヨクイニンエキス、オリーブ葉エキス、酵母エキス(3)、L-アルギニン塩酸塩、グリセリン（保湿） 

※6 水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿） 

 

プロモーション・販売展開 

プロモーションでは、「滝川（たきがわ） クリステル」さんを引き続き起用し、3 月下旬より、テレビＣＭ・

雑誌広告・ウェブ広告・交通広告を展開します。販売は、ドラッグストア、量販店および化粧品専門店など

約 2万店と資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」のオンラインショップで展開します。 

 

【商品一覧】                                            全 15品目 15品種 

商品名 分類 容量 価格 

エリクシール ホワイト 

クリアローション C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（医薬部外品） 

化粧水 

各 170mL 

ノープリント 

プライス 

エリクシール ホワイト 

クリアローション C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（つめかえ用）  

（医薬部外品） 

各 150mL 

エリクシール ホワイト 

クリアローション C Ⅱ（J） 

（医薬部外品） 

30mL 

エリクシール ホワイト 

クリアエマルジョン C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（医薬部外品） 

乳液 

Ⅰ・Ⅱ 各 130mL 

Ⅲ 45g 

エリクシール ホワイト 

クリアエマルジョン C Ⅰ・Ⅱ（つめかえ用）  

（医薬部外品） 

各 110mL 

エリクシール ホワイト 

クリアエマルジョン C Ⅱ（J） 

（医薬部外品） 

30mL 

エリクシール ホワイト 

デーケアレボリューション C  

SPF30・PA++++ （医薬部外品） 美白美容乳液 

（日中用） 
各 35mL 

エリクシール ホワイト 

デーケアレボリューション C＋  

SPF50+・PA++++ （医薬部外品） 

 



【商品概要】                                       

商品名・容量・価格 商品特長 

 

エリクシール ホワイト 

クリアローション C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

（医薬部外品） 

 

＜化粧水＞ 

 

3種 各 170mL 

Ⅰ：さっぱり 

Ⅱ：しっとり 

Ⅲ：とてもしっとり 

 

ノープリントプライス 

 

＊つめかえ用 150ｍL（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）と 

ジャーニーサイズ 30mL（Ⅱのみ） も 

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コラーゲン・サイエンスが、ハリや弾力だけではなく、顔 

印象までもみずみずしく明るく導くことをサポートします。 

肌を満たす、エリクシール ホワイト コラーゲンＧＬで 

新しい大人の美白＆エイジングケアを実現します。 
 

－美白有効成分４MSK ※3配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 
※3  4-メトキシサリチル酸カリウム塩 

 

－コラーゲン GL ※6配合 

 ※6 水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿） 

 
 

－角層透明度成分 CP（保湿）※7配合 

※7 ヨモギエキス(2)、塩酸リジン、グリセリン 
 

－独自成分 MCチャージ※8配合 
※8 トウキエキス(1)、グリセリン（保湿） 

 

－独自成分クリアイノシトール V ※5配合 

※5 イノシット、ヨクイニンエキス、オリーブ葉エキス、酵母エキス

(3)、L-アルギニン塩酸塩、グリセリン（保湿） 
 

 

○うるおいに満ちた角層へ導きます。 

－CE成熟保湿成分配合 
 

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香り 

 

○ビタミン C誘導体配合（製品の抗酸化剤として） 

 

 

使用法 

●洗顔の後、コットンに 500円硬貨大よりやや大きめに 

たっぷりとり、指にはさみ、顔の丸みにフィットさせ、 

ていねいになじませます。 

 

 

 

 

 

 

肌のすみずみまで 

うるおいとハリで満たし、明るい肌へ 

【薬用】美白化粧水 



商品名・容量・価格 商品特長 

 

エリクシール ホワイト 

クリアエマルジョン C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

（医薬部外品） 

 

＜乳液＞ 

 

3種 Ⅰ・Ⅱ 各 130mL Ⅲ 45g 

Ⅰ：さっぱり 

Ⅱ：しっとり 

Ⅲ：とてもしっとり 

 

ノープリントプライス 

 

＊つめかえ用 110ｍL（Ⅰ・Ⅱ）と 

ジャーニーサイズ 30mL（Ⅱのみ）  

もあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コラーゲン・サイエンスが、ハリや弾力だけではなく、顔 

印象までもみずみずしく明るく導くことをサポートします。 

肌を満たす、エリクシール ホワイト コラーゲンＧＬで 

新しい大人の美白＆エイジングケアを実現します。 
 

－美白有効成分４MSK ※3配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 
※3  4-メトキシサリチル酸カリウム塩 

 

－コラーゲン GL ※6配合 

 ※6 水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿） 

 
 

－角層透明度成分 CP（保湿）※7配合 

※7 ヨモギエキス(2)、塩酸リジン、グリセリン 
 

－独自成分 MCチャージ※8配合 
※8 トウキエキス(1)、グリセリン（保湿） 

 

－独自成分クリアイノシトール V ※5配合 

※5 イノシット、ヨクイニンエキス、オリーブ葉エキス、酵母エキス

(3)、L-アルギニン塩酸塩、グリセリン（保湿） 

 

○目もと口もとにあらわれやすい、乾燥による小じわを 

目立たなくします。 
※効能評価試験済み 

 

○角層の細胞間脂質を整え保湿し、なめらかな肌へ 

－角層エモリエント成分配合 

 

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香り 

 

○ビタミン C誘導体配合（製品の抗酸化剤として） 

 

 

使用法 

●化粧水の後、コットンに 10円硬貨大よりやや大きめにたっ

ぷりとり、指にはさみ、顔の丸みにフィットさせ、ていねい

になじませます（Ⅰ・Ⅱ）。 

●化粧水の後、指先にパール粒２コ分を目安にとり、ていね

いになじませます（Ⅲ）。 

 

 

肌のすみずみまで 

うるおいとハリで満たし、明るい肌へ 

【薬用】美白乳液 

 



商品名・容量・価格 商品特長 

 

エリクシール ホワイト 

デーケアレボリューション C 

SPF30・PA++++ 

 

デーケアレボリューション C＋  

SPF50+・PA++++ 

 

（医薬部外品） 

 

＜美白美容乳液（日中用）＞ 

 

各 35mL 

 

ノープリントプライス 

      
   

 

  

 

 

 

○コラーゲン・サイエンスが、ハリや弾力だけではなく、顔 

印象までもみずみずしく明るく導くことをサポートします。 

肌を満たす、エリクシール ホワイト コラーゲンＧＬで 

新しい大人の美白＆エイジングケアを実現します。 

 

－美白有効成分 m-トラネキサム酸※4配合 
※4 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ、トラネキサム酸 

 

－コラーゲン GL※6配合 

  ※6 水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿） 
 

－バリア＆美容ケア ワンデーアクアマスク EX※9配合 
※9 トルメンチラエキス、2－メタクリロイルオキシエチルホスホリル 

コリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、アセチル化ヒアルロン

酸ナトリウム、イザヨイバラエキス、マカデミアナッツ油脂肪酸フ

ィトステリル （保湿） 
 

－独自成分 D-MCチャージ ※8配合 
※8 ハマメリスエキス、グリセリン（保湿） 

 

－独自成分クリアイノシトール V ※5配合 

※5 イノシット、ヨクイニンエキス、オリーブ葉エキス、酵母エキス

(3)、L-アルギニン塩酸塩、グリセリン（保湿） 
 

○乾燥による小じわを目立たなくします。 
※効能評価試験済み 

 

○角層の細胞間脂質を整え保湿し、なめらかな肌へ 

－角層エモリエント成分配合 

 

○ファンデーションのつきやのりをアップ 

 

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香り 

 

○エチルビタミン C誘導体配合（製品の抗酸化剤として） 

 

使用法 

●朝、化粧水の後に、手のひらに１円硬貨大をとり顔全体に 

なじませ、さらに紫外線の影響を受けやすいほおなどを 

中心に重ねづけします。 

 

朝、化粧水の後につけるだけ 

肌をうるおいで満たし、 

過酷な環境から肌のハリ、透明度を守り 

シミ・ソバカスを予防 

夕方まで明るい肌が続く 

【薬用】デー美白＆エイジング美容ケア 

 


