News Release
2020 年 10 月 21 日

サンスター独自の高保湿うるおい成分で、お手入れ感度が上がる肌へ
基礎力アップ化粧液「エクイタンス ブーストパワーローション」他、新発売
〜EQUITANCE （エクイタンス）美の礎を築くブランドへ〜
サンスターグループ（以下サンスター）は、美容ブランド「EQUITANCE（エクイタンス）
」の全面リニューア
ルを行うとともに、独自技術で開発されたうるおい成分配合の基礎力アップ化粧液「エクイタンス ブーストパ
ワーローション」
、高保湿美容液「エクイタンス モイストパワーエッセンス」
、濃密活力クリーム「エクイタンス
スペシャルインクリーム」を 2020 年 11 月 2 日（月）よりサンスター通信販売にて新発売します。

紫外線や乾燥等の刺激により発生する活性酸素は、肌のうるおいやハリの低下をもたらします。これらのダメ
ージは年齢とともに蓄積し、肌は本来もつ力を発揮できなくなります。エクイタンスはこの事実に着目し、環境
や年齢による肌の変化に戸惑いを抱える女性に向けて、
「美の礎を築き、あなたを解き放つ。
」をコンセプトに掲
げ、人が本来持っている力を高め、健やかな美の土台を築くことをサポートするブランドに生まれ変わります。
「エクイタンス ブーストパワーローション」は、サンスター独自*1 のナノカプセル化技術『ベースアクティブ
カプセル』で包み込んだ「精製米ぬか油」と、化粧品への配合は世界初*2 となる「モイスチャーリンク」の 2 つ
のうるおい成分を新配合した基礎力アップ化粧液です。エイジングケアや美白*3 ケアの手応えを感じにくくなっ
た年齢肌にアプローチし、サビついた角層のすみずみまで浸透、うるおいを与え、肌が自らうるおう力*４をサポ
ートすることで、後から使う美容液やクリームを受け入れやすい肌に整えます。健やかな美の土台を築くファー
ストステップです。次のステップでは、ハリ・弾力ケア、美白ケアをお好みで選択いただけます。
ハリ・弾力ケアラインの「エクイタンス モイストパワーエッセンス」
「エクイタンス スペシャルインクリー
ム」にも、新成分モイスチャーリンクを配合。ふっくらとしたうるおいで包み込み、ハリのある肌へと導きます。
*1 水添レシチン、PEG-60 水添ヒマシ油をキー成分とする、オイル成分を内包するためのナノカプセル化技術（先行技術調査、2020 年 9 月サンスター調べ）
*2「魚コラーゲン／糖タンパク」を主成分とするモイスチャーリンクを、化粧品に世界で初めて配合（先行技術調査及び Mintel Japan 社データベース内 2020 年
*4 角層のバリア機能のこと
5 月サンスター調べ） *3 美白とは、メラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすを防ぐこと

【リニューアル背景】
年齢とともに変化する心と身体、そして肌に対する戸惑うお声が今まで多く寄せられてきました。そんなお客
様のお声に寄り添い、サポートする為、この度、
「EQUITANCE （エクイタンス）
」は、
「美の礎を築き、あなた
を解き放つ。
」をコンセプトに、進化します。
パッケージも一新し、内外アプローチによって、全身に健やかさと美しさをもたらし、内から湧き上がり成長
する生命力を表現した「美のいぶき」をモチーフにデザインしました。
エクイタンスは、お手入れ感度の上がる肌を育み、うるおいも、透明感も、健やかさも、確かな手ごたえを感
じることで、女性の肌への戸惑いを自信へと変えていき、美しくなろうとする力を引き出すよう寄り添い続けま
す。
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【商品概要】
＜ファーストステップ：サビついた肌を磨く＞
<基礎力アップ化粧液>

エクイタンス ブーストパワーローション
①

サンスター独自のナノカプセル化技術*1 で包み込んだ「精製米ぬか油」が、水分保持力がお
ちたサビつき角層へ効率よく浸透し、すみずみまでうるおいで満たします。後から使う美
容液やクリームを受け入れやすい肌に整えます。

② 独自製法で生まれた保湿成分「モイスチャーリンク」を、世界で初めて配合。コラーゲ
ン、プロテオグリカン、ヒアルロン酸を「うるおい集合体」として本来に近い形で抽出
しました。肌が自らうるおう力*4 をサポートし、内側から湧き出るようなうるおいを与
えます。
＜セカンドステップ：ハリ・弾力ケア＞
エクイタンス モイストパワーエッセンス

＜高保湿美容液>

サンスター独自の高保湿成分「モイスチャーリンク」を最大濃度*5 配合。
肌が自らうるおう力*4 をサポートすることで、角層をうるおいで満たし、
ふっくら膨らむようなハリ感を与えます。
*5 エクイタンス内

エクイタンス スペシャルインクリーム

＜濃密活力クリーム＞

重力センサーに着目した「ライムギ種子エキス」や、
「モイスチャーリンク」など、
14 種類もの高保湿成分を配合。こっくりと濃密なクリームが肌に馴染み、
スペシャルケアまで終えたような、うるおいに満ちた上向き肌に導きます。

＜セカンドステップ：美白ケア＞
エクイタンス ホワイトエッセンス T

＜薬用美白*3 美容液> 医薬部外品

紅花由来の美白有効成分「リノレック S*6」と、2 つの抗炎症*7 成分配合で
シミ発生ルートに多角的にアプローチ。シミのもと「酵素チロシナーゼ」を分解促進し、
メラニンの生成を抑制、シミ・そばかすを防いで、みずみずしくなじみ、透明感あふれる肌へ
と導きます。
*6 美白有効成分「リノール酸Ｓ」の愛称
*7 肌あれを防ぐ

エクイタンス ホワイトクリーム

＜薬用美白*3 クリーム＞

医薬部外品

理想的な油分バランスを保つ、やわらかでのびのよいテクスチャーがとろけるように肌にな
じみます。うるおいと美白成分を逃さず閉じ込め、上質な肌へと導きます。
＜共通＞
エクイタンス クレンジングオイル

＜メイク落とし＞

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 フェイシャルフォーム

＜洗顔フォーム＞

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。
洗い上がりの肌のうるおいを守り、しっとりなめらかに仕上がります。
＜日焼け止めクリーム＞ SPF50・PA++++

エクイタンス 光プロテクション

高い紫外線ブロック機能に加え、近赤外線をブロックする「光プロテクトシールド*8」を配合。
きしみのないなめらかなつけ心地で、健やかな印象の肌へ導きます。
化粧下地としてもお使いいただけます。
*8 ケラチン処理六角板状酸化亜鉛（皮膚保護剤）

エクイタンス ウェルヴィータ

<健康美容食品>

① 女性のゆらぎと上手につきあう大豆イソフラボンや高濃度マリンプラセンタ® などの
5 つの素材で、安定と前向きな毎日をサポートします。
② 優美なローズの香りと、爽やかな美味しさのパッションフルーツ味。
エクイタンス インナーリッチ コラーゲン

<健康美容食品>

①消化吸収に優れた低分子コラーゲンを 5000mg 配合。さらにコラーゲンの再合成に効果的な杜
仲葉・高麗人参エキスをはじめ、ビタミン C、パントテン酸、オルニチン、アラニンを理想的なバ
ランスで配合。ハリと輝きにあふれる美しさを身体の内側からサポートします。
②コラーゲン特有のにおいを抑えた、さっぱりとしたライチ味。

【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 9:00〜21:00（土・日・祝日も承ります）

・FAX フリーダイヤル 0120-280-893

受付時間 24 時間

・サンスターオンラインショップ https://www.sunstar-tuhan.com

【商品仕様】
商品名
改良新発売

エクイタンス クレンジングオイル

改良新発売

エクイタンス フェイシャルフォーム

容量

希望小売価格

発売日

（税抜）

150ml

5,000 円

120g

3,500 円

新発売

エクイタンス ブーストパワーローション

150ml

6,000 円

改良新発売

エクイタンス モイストパワーエッセンス

25ml

8,000 円

改良新発売

エクイタンス スペシャルインクリーム

40g

10,000 円

改良新発売

エクイタンス ホワイトエッセンス T

30g

10,000 円

2020 年

改良新発売

エクイタンス ホワイトクリーム

40g

8,000 円

11 月 2 日(月)

改良新発売

エクイタンス 光プロテクション

30g

5,000 円

改良新発売

エクイタンス ウェルヴィータ

50ml×10 本

6,000 円

50ml×30 本

18,000 円

改良新発売

エクイタンス インナーリッチ コラーゲン

50ml×10 本

6,000 円

50ml×30 本

15,000 円

【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。
「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。
ブランドサイト https://www.equitance.com

【サンスターグループについて】
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、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費
者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスＳＡ（スイス）と、自動車や建築向けの接着剤・シ
ーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスタ
ー・シンガポール Pte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

【報道関係者様のお問い合わせ先】
サンスターグループ 広報部 MAIL：

sunstarpr@jp.sunstar.com

〒105-0014 東京都港区芝 3-8-2 芝公園ファーストビル 21 階 https://jp.sunstar.com/

