
clé de peau BEAUTÉ 

輝きをより生命感に満ちた実感へ高めるスキンケア 

2016年 2月 21日（日）発売 

※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 0120－30－4710」でお受けしています 

 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

スキンケアの驚くべき躍進。 

輝きは新たな高揚へと。 

 

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、化粧水、乳液、クリームなど、

スキンケアの中心アイテム【全 8 品目 15 品種 800～60,000 円（税込 864～64,800 円）】を刷新し、2016

年 2 月 21 日（日）より、株式会社資生堂インターナショナルを通じて発売します。本新商品は、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。 

今回刷新する新スキンケアアイテムを通じ、国内高価格帯市場でのプレゼンスをさらに圧倒的なもの

とするとともに、2020 年にはハイプレステージ市場における頂点を目指し、グローバルでの展開をさらに

強化していきます。 

ブランド概要 

「クレ・ド・ポー ボーテ」は、1982 年発売の「クレ・ド・ポー」を前身として、1996 年に誕生した資生堂グ

ループの最高級ブランドです。国内市場においては、高価格帯市場（デパート・専門店 10,000円以上）を

リードし、ブランドシェア 1位※1の座を盤石としながらも、2011年からは国内外のマーケティング融合にむ

けた取り組みを推し進め、グローバルでの売上も二桁近い成長率を維持し続けるなど好調に推移してい

ます。 

ブランドの中核となるスキンケアは、誕生以来一貫して、肌の美しさを見守り続けてきました。最先端

の皮ふ科学の知見を応用しながら、これまで 7 回にわたり美容理論を進化させています。今回の刷新で

は、2011 年より提唱している「ブレインスキン理論」（詳細次頁）の考え方を一歩進めるとともに、肌への

触れ心地にまで徹底的にこだわりました。毎日肌になじませる瞬間、使うたび、ときめくような高揚感をも

たらし、より生命感に満ちた、内側から輝く肌を実現します。 

※1 インテージ SLI 一般化粧（ヘア除く）10,000円以上 2014年 1月～12月 金額シェア 
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（写真）（左から） 

ローションイドロ A 

エマルションプロテクトゥリス 

エマルションアンタンシヴ 

ラ・クレームｎ 

（すべて、医薬部外品） 

 



【発売商品一覧】                                       ※表示価格は希望小売価格です。                        

商品名 分類 容量 価格 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ローションイドロ A 

ローションイドロ A（レフィル） 

 

（医薬部外品） 

化粧水 

モイスト 

各 170ｍL 
各 10,500円（税込 11,340円） 

各 10,000円（税込 10,800円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ローションイドロ C 

ローションイドロ C（レフィル） 

 

（医薬部外品） 

化粧水 

クリア 

各 170ｍL 
各 10,500円（税込 11,340円） 

各 10,000円（税込 10,800円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

エマルションプロテクトゥリス 

エマルションプロテクトゥリス（レフィル） 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

クレームプロテクトゥリス 

クレームプロテクトゥリス（レフィル） 

 

（医薬部外品） 

乳液（日中用） 

 

（医薬部外品） 

クリーム状乳液 

（日中用） 

 

各 125ｍL 

 

 

各 50ｇ 

 

各 11,000円（税込 11,880円） 

（レフィル） 

各 10,500円（税込 11,340円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

エマルションアンタンシヴ 

エマルションアンタンシヴ（レフィル） 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

クレームアンタンシヴ 

クレームアンタンシヴ（レフィル） 

 

（医薬部外品） 

乳液（夜用） 

 

（医薬部外品） 

クリーム状乳液 

（夜用） 

各 125ｍL 

 

 

各 50g 

各 13,000円（税込 14,040円） 

（レフィル） 

各 12,500円（税込 13,500円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ラ・クレーム n 

ラ・クレーム（レフィル） 

（医薬部外品） 

クリーム 
30ｇ 

60,000円（税込 64,800円） 

59,000円（税込 63,720円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル・コトン n 
化粧専用 120枚 800円（税込 864円） 

 

ブレインスキン理論の進化 

ブレインスキン理論について 

クレ・ド・ポー ボーテ研究所※2 では、2011 年より、「肌は、脳と同じように自ら考え、さまざまな情報を

処理する能力（知性）をもつ」という考え方「ブレインスキン理論」を採用しています。これは、肌が紫外線

や乾燥といった外的ストレスを受けることで、一種の興奮状態となるものの、この興奮状態を瞬時に沈静

状態に戻すというシステムを備え、肌の興奮状態がそのまま続くと、さまざまな肌ダメージにつながりや

すいことに着目した理論です。クレ・ド・ポー ボーテ研究所は、このシステムを良好に保つことが肌の美

しい輝きに必要だと考え、上述の肌ストレスとなるような情報をカットすることで、角層表面にある微細な

凹凸構造をもつ“輝き細胞”に整え、肌表面の輝きを導くという独自のスキンケア対応を図っています。 

 

肌表面の輝きと、見た目の印象を左右する内側※3の輝きにも働きかけるふたつのアプローチ 

今回の刷新にあたり、さらにこの考え方を推し進め、肌表面の輝きに加え、見た目の印象を左右する内

側の輝きにも働きかけるというふたつのアプローチに到達しました。 

 

※2 「クレ・ド・ポー ボーテ研究所」は、資生堂 140 余年の歴史の中で培った研究開発をバックボーンにもつ、あらゆる分

野の研究開発のスペシャリスト集団です。常に先進性と革新性を強く意識し、世界に美しさを提案し続けています。 

※3  内側とは「角層」のことです。 

 



※5 プラチナム GS 

コンセプト成分「イルミネイティングコンプレックス EX」※4（保湿・整肌） 

ブレインスキン理論に着目した独自成分。「クレ・ド・ポー ボーテ」スキンケアのた

め、最高峰の養蚕技術によりつくられた希少なプラチナムゴールドの繭（プラチナム

GS）※5 から直接抽出された「プラチナムゴールデンシルク(美容成分)」や、日本産真珠

に由来する成分を中心とする独自の複合成分です。 

 

「イルミネイティングコンプレックス EX」は、肌表面の輝きを導く化粧水、内側の輝

きを引き出す乳液からなる毎朝晩使用のコアアイテムと、輝きの最大化へと導くハイパフォーマンスクリ

ーム「ラ・クレーム n」に配合しています。 

※4  加水分解シルク液、加水分解コンキオリン液、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸、トレハロース、濃グリセリン、PEG/PPG-14/7  

ジメチルエーテル、ポリクオタニウム-51 

 

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

商品名・価格・容量 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ローションイドロ A 

ローションイドロ A（レフィル） 

（医薬部外品） 

化粧水 

モイスト 

170ｍL 

10,500円 

（税込 11,340円） 

 

（レフィル） 

170ｍL 

10,000円 

（税込 10,800円） 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

イルミネイティングコンプレックス EX（保湿・整肌）成分  

（加水分解シルク液、加水分解コンキオリン液、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸、トレハロ

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

○ まろやかな肌あたりで溶け込むようになじみ、角層のすみずみま

でうるおいで満たされた肌質感をもたらします。 

○ 上質なうるおいで肌を満たし、触れても見た目にも感じるやわらか

さを与えます。 

○ 肌のストレスとなる乾燥などのダメージを防ぎ、きめ一つひとつま

で細やかに整え、みずみずしくふっくらした肌に導きます。 

○ 肌あれを防ぎ、肌のすこやかな生まれ変わりを助け、なめらかな

状態に保ちます。 

○ きめが整うことで毛穴の目立ちを防ぎ、美しい肌のはりとつやを引

き出します。 

○ 天然のローズや希少なランなどを調香した、清々しく華やかな香り

です。 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ローションイドロ C 

ローションイドロ C（レフィル） 

（医薬部外品） 

化粧水 

クリア 

170ｍL 

10,500円 

（税込 11,340円） 

 

（レフィル） 

170ｍL 

10,000円 

（税込 10,800円） 

 

 

 

 

イルミネイティングコンプレックス EX（保湿・整肌）成分  

（加水分解シルク液、加水分解コンキオリン液、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸、トレハロ

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

○ 肌に爽快感を与えるさっぱりとした使用感触で角層へ素早く浸透

し、みずみずしくさらりとした肌質感をもたらします。 

○ コットンで塗布することで肌表面の不要な角層、皮脂などをやさし

く取り去り、健康的でフレッシュな肌に磨き上げます。 

○ 肌あれを防ぎ、肌のすこやかな生まれ変わりを助け、なめらかな

状態に保ちます。 

○ うるおいを与えることで、明るさと透明感のある輝く肌に導きます。 

○ 天然のローズや希少なランなどを調香した、清々しく華やかな香り

です。 

肌を濃密なうるおいですみずみまで満たし、クリアな明るさで、 

丁寧に手をかけたような美しい輝きを実現する化粧水です。 

肌あれや乾燥などを防ぎ、しなやかな肌感触と 

すこやかな肌状態を保ち続けます。 

肌をみずみずしいうるおいで瞬時に満たし、クリアな明るさで、 

丁寧に手をかけたような美しい輝きを実現する化粧水です。 

なじませることで、すっきりと清らかな肌に磨き上げます。 



クレ・ド・ポー ボーテ 

エマルションプロテクトゥリス 

エマルションプロテクトゥリス 

（レフィル） 

（医薬部外品） 

乳液（日中用） 

各 125ｍL 

 

 

 

クレームプロテクトゥリス 

クレームプロテクトゥリス 

（レフィル） 

（医薬部外品） 

クリーム状乳液（日中用） 

各 50ｇ 

 

 

各 11,000円 

（税込 11,880円） 

（レフィル） 

各 10,500円 

（税込 11,340円） 

SPF25・PA＋＋＋ 

 

 

 

 

イルミネイティングコンプレックス EX（保湿・整肌）成分  

（加水分解シルク液、加水分解コンキオリン液、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸、トレハロ

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

○ 朝の肌に心地よくなじみ、なじませた瞬間からつややかな明るい

肌に整えます。 

○ 日常の紫外線や乾燥からしっかりと肌を守り、ダメージを防ぎま

す。 

○ うるおいを保ちながらはりを与え、一日中生命感のある、つやや

かな肌に導きます。 

○ 肌の乾燥を防ぎ、小じわを目立たなくします。効能評価試験済み 

○ 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

を良くします。 

○ 肌の状態や使用感触のお好みで 2 タイプから選べます。 

・エマルションプロテクトゥリス・・・なじみのよい軽やかな乳液が、みずみずしく 

なめらかな肌に導きます。 

 ノンコメドジェニックテスト済み（全てのかたがニキビにならないというわけではありません。） 

・クレームプロテクトゥリス・・・しっとりとこくのあるクリームが、ふっくらとしたなめら 

かな肌に導きます。 

○ 天然のローズや希少なランなどを調香した、明るく華やかな香りで

す。 

クレ・ド・ポー ボーテ 

エマルションアンタンシヴ 

エマルションアンタンシヴ 

（レフィル） 

（医薬部外品） 

乳液（夜用） 

各 125ｍL 

 

 

 

クレームアンタンシヴ 

クレームアンタンシヴ 

（レフィル） 

（医薬部外品） 

クリーム状乳液（夜用） 

各 50ｇ 

 

 

 

各 13,000円 

（税込 14,040円） 

（レフィル） 

各 12,500円 

（税込 13,500円） 

 

 

 

 

 

イルミネイティングコンプレックス EX（保湿・整肌）成分  

（加水分解シルク液、加水分解コンキオリン液、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸、トレハロ

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

美白有効成分 4MSK(4-メキシサリチル酸カリウム塩)配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。 

○ 紫外線や乾燥などの日中ダメージを受けた肌に溶け込むようにな

じみ、しなやかでなめらかな肌に整えます。 

○ 肌を乾燥から守り、一晩中うるおいが持続。はりと弾力に満ちた、

つややかで生命感のある肌に導きます。 

○ うるおいを与え、明るい肌に整えます。 

○ 肌の状態や使用感触のお好みのタイプから選べます。 

・エマルションアンタンシヴ・・・みずみずしく軽やかな乳液が、ふっくらとなめらか 

な肌に導きます。 

ノンコメドジェニックテスト済み（全てのかたがニキビにならないというわけではありません。） 

・クレームアンタンシヴ・・・しっとりとこくのあるクリームが、ふっくらとうるおいの 

ある肌に導きます。 

○ 天然のローズや希少なランなどを調香した、深みのある華やかな

香りです。 

日中の肌リズムに着目し、生きいきと輝くような肌に導く 

日中用の乳液です。 

朝の肌を心地よく整え、一日中肌の輝きを守ります。 

夜の肌リズムに着目し、はりと弾力に満ちた、 

しなやかで輝くような肌に導く夜用の乳液です。 

紫外線や乾燥などの日中ダメージを受けた肌を 

すこやかに整えます。 

 



クレ・ド・ポー ボーテ 

ラ・クレーム n 

（医薬部外品） 

クリーム 

30ｇ 

60,000円 

（税込 64,800円） 

 

（レフィル） 

30g 

59,000円 

（税込 63,720円） 

 

 

 

 

 

 

イルミネイティングコンプレックス EX（保湿・整肌）成分  

（加水分解シルク液、加水分解コンキオリン液、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸、トレハロ

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

薬用有効成分 レチノール誘導体 配合 

薬用有効成分 4MSK（4-メトキシサリチル酸カリウム塩） 配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。 

○ こくのある贅沢な感触のクリームが、とろけるようになめらかに肌

に広がります。肌のすみずみにまですばやく溶け込んで有効成分

を届け、夜の肌の働きを助ける優れた効果を発揮します。 

○ かさつきやはりのなさなどの一時的な不調を睡眠中に整え、翌朝

の肌に豊かなうるおいとはり、弾力をもたらします。 

○ 肌組織の生まれ変わりやエイジングケア*に着目した肌研究によ

ってたどりついた成分を配合。 

（イノシトール、ローズマリーエキス、チンピエキス、濃グリセリン**） 

○ 目まわりや口もとの乾燥を防ぎ、小じわを目立たなくします。 

効能評価試験済み 

○ ほおやフェースラインの肌をすっきりとなめらかに整えます。 

○ うるおいで満たしながら、肌全体から輝くような明るさと透明感を

引き出します。 

○ あふれるような生命感に満ちた肌に導きます。 

○ 肌の輝きを極めるクリームにふさわしい、天然のローズや希少な

ランなどを調香した、深みのある華やかな香りです。 

*年齢に応じたうるおいケア   

**保湿  

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル・コトンｎ 

化粧専用 

120枚入 

800円 

（税込 864円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ やわらかな手摘み天然コットン層の表面に、選び抜かれた高級天

然シルクを贅沢に組み合わせた、お手入れ専用コットンです。やさ

しくすべすべとした極上の使い心地です。 

○ 化粧水・乳液などの効果成分を肌のきめのすみずみまで行きわ

たらせます。 

○ シルクとコットンによる表面の細かいきめが、角層をマッサージす

るように心地よく、肌をなめらかに磨き上げます。 

○ ふんわりとしたクッション性と毛羽立ちにくさを表現する製法で丁

寧に作られています（ウルトラウオータージェット製法）。 

 

パッケージデザインについて 

宝石のような「輝き」に「彩り」を加え、「光」を具現化した従来のデザインを基調としながらも、「美とサ

イエンス」の結晶化【Crystallize】（英）をコンセプトに進化感を表現しました。手にしただけで、新しい輝き

の体験、ときめくような高揚感へとつながるような強く美しいパッケージデザインです。 

 

 

 

肌研究の英知を結集して、美しさにつながる肌サイクルに着目。 

比類なき輝きを極めるハイパフォーマンスクリームです。 

なじませた瞬間から効果が始まり、うるおいに満ちた 

若わかしい印象をもたらします。 

やさしく繊細な肌触りで化粧水や乳液の効果成分を肌へしっかり

送り込み、なめらかで輝きのある肌に磨き上げる 

シルク入りのお手入れ専用コットンです。 



アマンダ・サイフリッド 

新フォトグラファーの起用 

ブルース・ウェーバー （Bruce Weber） 1946年 米国ペンシルベニア州生まれ。 

 1970 年代後半より、ラルフローレン、カルバン・クラインといった一流ファッションブランドの宣伝・コマー

シャルを手掛け、1980年代にはファッションフォトグラファーとして確固たる地位を築きました。現在も、第

一線の写真家として影響を与え続ける一方、映画監督としてもその才能を発揮しています。 

自然光において、被写体の内面からの喜びや感動までも映像に映し出すウェーバー氏ののびやかな

作風は世界的に高く評価されています。「クレ・ド・ポー ボーテ」では、新スキンケアによって目指す「内

側から、至高の輝きを放つ肌」を表現するにあたり、同氏を起用することで、ブランドミューズであるアマ

ンダ・サイフリッドの内側から溢れ出る輝きと解放された美しさをドラマティックに表現していきます。 

 

ブランドミューズ アマンダ・サイフリッド （Amanda Seyfried）  米国ペンシルベニア州生まれ。 

11歳よりモデルとしてデビュー。『レ・ミゼラブル』をはじめとする数々の映画やTV番組、舞台において、

グローバルに活躍するハリウッド女優です。2011 年より、雑誌広告、web サイト、店頭ビジュアル等で、

「クレ・ド・ポー ボーテ」の輝きの世界を発信するブランドのミューズとして活動しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご参考】クレ・ド・ポー ボーテの肌サイエンスの歩み 

年代 提唱した理論 アプローチ 

1982年 「クレ・ド・ポー」誕生 

セルラーバランス理論 

 

すこやかな肌を細胞レベルで保つという考え方 

 

1991年 ネオセルラーバランス理論  

表皮のターンオーバーのメカニズムに着目 

 

1996年 「クレ・ド・ポー ボーテ」誕生 

セルラーマネージメント理論 

 

ターンオーバーの正常化にアプローチ 

 

1999年 トータルエンザイム 

マネージメント理論 

肌の代謝に欠かせない 9つの酵素をコントロー

ルするという考え方 

2004年 

 

トータルエンザイム＆ 

シグナルマネージメント理論 

 

酵素理論に加え、肌内の情報伝達機能にも注

目したアプローチ 

2007年 トータルエンザイム＆ 

シグナルマネージメント理論 

コルネオ育成 

 

肌表面の美しさに直結する角層の状態を解明 

2011年 ブレインスキン理論 表皮細胞一つひとつに情報を処理する能力が

あること、さらに細胞表面の微細構造を理想的

に整えることに着目 

2016年 ブレインスキン理論進化 肌表面の輝きに加え、見た目の印象を左右す

る内側の輝きにも働きかけるふたつのアプロー

チを実現 
 


