News Release
2018 年 2 月 21 日

日本初の組み合わせ、3 種の有効成分と新カプセル技術がシミ発生ルートにアプローチ

“追跡型”美白美容液「エクイタンス ホワイトロジー エッセンス」新発売

「エクイタンス ホワイトロジー」シリーズ改良新発売
サンスターグループ ヘルス＆ビューティーカンパニー（以下サンスター）は、心身からの美を追求する美容ブランド
「EQUITANCE(エクイタンス)」より、美白有効成分「リノレック S」*1 を含む日本初の 3 種の有効成分を配合し、新カ
プセル技術を特徴とした、
“追跡型”美白美容液「エクイタンス ホワイトロジー エッセンス」を発売いたします。あわせ
て、パッケージデザインを一新した「エクイタンス ホワイトロジー」シリーズを 2018 年 4 月 25 日（水）よりサンスタ
ー通信販売にて発売いたします。また、発売に先駆けて 2018 年 2 月 22 日（木）より先行予約を開始いたします。

「エクイタンス ホワイトロジー エッセンス」は、新配合の 2 種類の抗炎症有効成分（グリチルリチン酸ジカリ
ウム、トラネキサム酸）と、サンスター独自の美白有効成分「リノレック S」という、日本初の 3 種の有効成分の
組み合わせで、①紫外線による肌の炎症の発生を抑える②炎症状態の肌細胞から放出されるメラニン産生活性化物質を抑
制する③メラニン産生細胞でのメラニン産生を抑制するという、シミ発生ルートに多段階で効果的にアプローチし、繰り

返すシミの負の連鎖を食い止める“追跡型”美白美容液です。また、美白有効成分の安定性を高め、肌の奥へ効率
よく届ける日本初の新カプセル技術「リノレック S 内包プラスチャージナノカプセル」の開発にも成功し、本製品
に採用しました。
*１サンスター独自の美白有効成分「リノール酸S」の愛称

エクイタンス ホワイトロジー エッセンス

【ホワイトロジーシリーズリニューアルコンセプト】
この度、ホワイトロジーシリーズを一新する「EQUITANCE（エクイタンス）
」は、様々な役割を担いながら社会
で輝く 40 代以上の女性の身体や肌の機能を整え、ありのままの美しさを引き出すことが使命であると考えています。
化粧品開発において厳選した素材と成分、細胞レベルまで追求した技術を応用し、内から輝く美しさへと導きます。
パッケージも一新し、艶やかなオフホワイトが優しい美白を、ラバー素材の与えるしっとりしたテクスチャーが健
やかな肌を表現。キャップ天面には光の源を冠し、飾らない、自然体の女性の美しさを表現したデザインです。
「EQUITANCE（エクイタンス）
」は今後、様々な役割を担いながら社会で輝く女性に向けて、身体や肌だけでな
く、内面からも健やかで美しい状態へ導く商品、サービスを提供いたします。

エクイタンス ホワイトロジー シリーズ

【商品概要】
エクイタンス ホワイトロジー エッセンス ＜薬用美白美容液＞ 医薬部外品 新発売
① 3 種の有効成分（2 種類の抗炎症有効成分グリチルリチン酸ジカリウム、トラネキサム酸と
美白有効成分のリノレック S）がシミ発生ルートに沿って多段階に効果的にアプローチします。
（図 1）
② サンスター独自の美白有効成分「リノレック S」を配合。メラニンを生み出す酵素チロシナーゼの分解を
促進して、メラニンの生成を抑制し、シミ、そばかすを防ぎます。
③ 美白有効成分を安定的にじっくりと肌の奥へ届ける新技術「プラスチャージナノカプセル」を採用。
表面がプラスに帯電したカプセルは、マイナスに帯電しているメラニン産生細胞と電気的な力で
引き合い、効率よく肌の奥へと届きます。
（図 2）
④ 保湿成分として、
「ホワイトパールエキス」
（真珠たん白抽出液）
、
「ヒマラヤンラズベリーエキス」
、
「サクラ葉エキス」
を配合。
⑤ メラニンの生成を抑制し、シミ、そばかすを防ぎます。肌にうるおいを与えて乾燥を防ぎ、肌荒れが気になる方にも
おすすめです。

図１ シミの発生メカニズム、有効成分の働き（イメージ図）

図２ プラスチャージナノカプセルの構造（イメージ図）

エクイタンス ホワイトロジー クレンジングオイル ＜メイク落とし＞ 改良新発売
① 天然のクレンジング成分オリーブオイルをはじめとする植物由来の 3 種類のオイルを配合。
② メイクや毛穴の汚れを軽いタッチですばやく浮き上がらせて、しっかり落とします。
③ 植物由来の保湿成分「月桃葉エキス」
「サクラ葉エキス」を配合。洗い上がりの肌に必要なうるおいを
守ります。

エクイタンス ホワイトロジー フェイシャルフォーム ＜洗顔フォーム＞ 改良新発売
① きめ細やかで豊かな泡が、汚れや肌のくすみの原因となる老廃物を包んで、きれいに落とします。
② 植物由来の保湿成分「月桃葉エキス」
「サクラ葉エキス」を配合。肌のうるおいを守り、洗い上がりの
肌がつっぱらず、しっとりなめらかに仕上がります。

エクイタンス ホワイトロジー ローション ＜薬用美白化粧水＞

医薬部外品 改良新発売

① サンスター独自の美白有効成分「リノレック S」を配合。メラニンを生み出す酵素チロシナーゼ
の分解を促進して、メラニンの生成を抑制し、シミ、そばかすを防ぎます。
② つけた瞬間からしみ込むような浸透力で肌の内部（角質層）までうるおい、しっとり、もちもちの
肌に整えます。
③ 保湿成分として「月桃葉エキス」
「サクラ葉エキス」を配合。うるおいを与えます。

エクイタンス ホワイトロジー クリーム ＜薬用美白クリーム＞

医薬部外品 改良新発売

① 美白有効成分「リノレック S」と、保湿成分「シアバター」
「ヨーグルトエキス」を配合。
② 理想的な油分バランスを保つ「ゲルネットワーク乳化」により、化粧水や美容液で与えた、
うるおいを閉じ込めます。

エクイタンス ホワイトロジー イノセンスクリア ＜美容ドリンク＞ 改良新発売
① 富山県産のハトムギ「あきしずく」を全粒のまま酵素熟成し、抽出した「濃熟 ETG エキス（ハトムギ
エキス）
」8,000mg を配合。さらに、美容成分である「胡桃ポリフェノール」
「米セラミド」
「桜の花エ
キス」なども配合しています。透明感を内側からサポートする美容成分をつめこんだ濃密なドリンクで
す。
② 着色料・保存料無添加、とろっとまろやかな飲み心地で、味は爽やかな柚子味。

エクイタンス ホワイトロジー ヴィタルーセント ＜美容サプリメント(栄養機能食品)＞ 改良新発売
① 皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミン C、亜鉛配合の栄養機能食品。
② 「L-シスチン（卵殻膜）
」
「ブドウ種子エキス」
「ユッカ」など厳選した美容成分を理想的なバランスで
配合。

【発売日】
先行予約： 2018 年 2 月 22 日（木） 12:00～ (先行予約は 4 月 24 日 22:00 まで)
発売日：
2018 年 4 月 25 日（水）
【先行予約】
先行予約ページ：https://www.sunstar-tuhan.com/cr/ewe07/ewe07101.html

【販売概要】
サンスター通信販売
・電話

フリーダイヤル 0120-180-891
受付時間

・FAX

9:00～21:00（土・日・祝日も承ります）

フリーダイヤル 0120-280-893
受付時間

・サンスターオンラインショップ

24 時間
https://www.sunstar-tuhan.com

【商品仕様】
容量

希望小売価格
（税抜）

希望小売価格
（税込）

30g

10,000 円

10,800 円

150ml

5,000 円

5,400 円

120g

3,500 円

3,780 円

150ml

7,000 円

7,560 円

40g

8,000 円

8,640 円

30ml×10 本

3,600 円

3,888 円

30ml×30 本

10,800 円

11,664 円

180 粒

3,000 円

3,240 円

商品名
エクイタンス
ホワイトロジー エッセンス
エクイタンス
ホワイトロジー クレンジングオイル
エクイタンス
ホワイトロジー フェイシャルフォーム
エクイタンス
ホワイトロジー ローション
エクイタンス
ホワイトロジー クリーム
エクイタンス
ホワイトロジー イノセンスクリア
エクイタンス
ホワイトロジー ヴィタルーセント

【EQUITANCE（エクイタンス）】
EQUITANCE は、40 年以上にわたるサンスターの化粧品開発と研究で得た知見を活かし、2005 年に誕生した美容
ブランドです。厳選した素材と成分、細胞レベルまで追求した技術で、生体機能を整え、自分らしく成長し続ける
女性の内なる美しさを引き出します。
「EQUITANCE」という名前には「Equity（価値）
」と「Existence（存在）
」
というふたつの想いをこめており、お使いいただく方にとって「価値ある存在でありたい」という願いが込められ
ています。

【サンスターグループ ヘルス＆ビューティーカンパニーについて】
サンスターグループは、持株会社サンスターSA（スイス・エトワ）を中心に、事業分野毎に全世界の研究・マーケティング・製造・
販売を統括する、オーラルケアカンパニー、ヘルス＆ビューティーカンパニー、SE カンパニー（接着剤、シーリング材等、モータ
ーサイクル部品の事業を担当）の 3 事業カンパニーと、全世界のガバナンス、管理機能を統括する経営本部で構成、グローバ
ルな事業運営を行っています。ヘルス＆ビューティーカンパニーは、スキンケア製品「EQUITANCE」、ヘアスプレイ「ＶＯ５」、男
性用シャンプー「サンスタートニック」、健康食品・飲料「健康道場」などを製造・販売しています。

＜お客様からの商品のお問い合わせ先＞
サンスター通信販売
TEL：0120-180-891 （平日 9：00〜21：00）
WEB：https://www.sunstar-tuhan.com/contact/#wrap
＜本件に関するマスコミからのお問い合わせ先＞
サンスターグループ 経営本部 広報部 TEL：03-5441-1423 FAX：03-5441-8774
〒105-0014 東京都港区芝 3-8-2 芝公園ファーストビル 21 階 http://jp.sunstar.com

