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“じりじりと肌に感じる紫外線に” 

世界初の成分アプローチ※1でさらに進化した「アネッサ」ビューティーサンケア 
～2020年2月21日（金）全品リニューアル発売～ 

 
 
資生堂は、19年連続売上シェアNo.1※2の日焼け止めブランド「アネッサ」から、「パーフェクトＵＶ スキンケアミルク 

ａ」 をはじめとする新製品【全7品目10品種・ノープリントプライス】を、2020年2月21日（金）より発売します。従来より
搭載されている、汗・水にふれるとＵＶブロック膜が強くなる「アクアブースター」技術に加え、新たにパーフェクトUV 
スキンケアミルク ａには、“熱”でＵＶブロック膜が強くなる技術「サーモブースター技術」を採用。強力UV防御効果と、
スキンケア成分50％配合を両立し、今と未来の美肌を守る、ビューティーサンケアとしてさらなる進化を図ります。 

※1 世界初の成分アプローチ：汗や水、熱でUVカット成分が基剤内で広がるためのキー成分(PEG／PPG-1４／７ジメチルエーテル、ステアリン酸、

及びPEG／PPG-9／2ジメチルエーテル)選択が世界初である。（2019年10月資生堂調べ） 

※2 インテージSRI日焼け止め市場 データ期間：2000年11月～2019年10月 アネッサブランド（金額シェア） 

 
◆ 主力商品である「パーフェクトＵＶ スキンケアミルク ａ」には、汗や水にふれると紫外線をブロックする膜が

強くなる「アクアブースター技術 EX」に加え、日焼け止めの常識を覆す太陽などの熱で UV膜が強くなる「サ
ーモブースター技術」を搭載しさらに進化。 

◆ よりみずみずしい使用感触を求める方に向けて「パーフェクトＵＶ スキンケアジェル ａ」を発売。 

◆ スポーツやレジャーを楽しむ方に、より手軽に手に取っていただけるよう、ミニサイズも発売。 

◆ デリケート肌の方や、赤ちゃん・お子さまでも使える、低刺激設計のマイルドシリーズ 

「パーフェクトＵＶ マイルドミルク ａ」「モイスチャーUV マイルドミルク a」を発売。 

 

 
2020年新製品のアネッサ 

 
 

世界の年平均気温は、年々上昇しています※3。生活者をとりまく紫外線環境は過酷
化しており、実際に 80％の方が太陽（紫外線）を肌に浴びると “じりじりと感じる”と回
答しました※4。新しいアネッサ パーフェクト UV スキンケアミルク ａは逆転の発想で、
その太陽熱を味方にする技術を開発し、レジャーや日常での汗・水・熱にふれるとＵＶ
ブロック膜が強くなる日焼け止めへと進化しました。 

 
併せて全商品をリニューアル発売し、「ビューティーサンケア」としてよりパワーアップ

したラインアップに生まれ変わります。 
 

※3 気象庁調べ 

※4 資生堂調べ（WEB）調査 N＝450（17年12月） 
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2020年新製品の商品特長 

（１）【パーフェクト UV スキンケアミルク ａ】 

世界初の成分アプローチ※1で、汗・水・熱で UVブロック膜が強くなる、進化した日焼け止め。 

 

汗・水にふれると UVブロック膜が強くなり、さらにこすれにも強い「アクアブースターEX技術」に加え、太陽など 

の熱で UVブロック膜が強くなる「サーモブースター技術」が搭載されています。さらに水浴 80分後 UVテスト 

済みのスーパーウォータープルーフです。 

 

※1 「汗や水、熱で UV カット成分が基剤内で広がるためのキー成分(ＰＥＧ／ＰＰＧ－14／7 ジメチルエーテル、ステアリン酸、およびＰＥＧ／ＰＰ 

Ｇ－９／２ジメチルエーテル)選択」が世界初である（2019年 10月資生堂調べ） 

 

（２）【パーフェクト UV スキンケアミルク ａ／パーフェクト UV スキンケアジェル ａ】 

厳選された美容成分をダブル配合 

 

紫外線による乾燥ダメージを防ぎ、うるおいを与える保湿＆美肌成分配合。今はもちろん未来の肌を守ります。 

 

①黄花
キ バ ナ

エキス（バラ科・トルメンチラ）、甘草由来成分（グリチルリチン酸）、スーパーヒアルロン酸（アセチルヒア 

ルロン酸Ｎａ）、コラーゲン、グリセリン 

②緑茶エキス（京都宇治産）、エーデルワイス、アクアインプール（ＰＥＧ／ＰＰＧ－１４／７ジメチルエーテル）、 

グリセリン 

 

プロモーション・販売チャネル 

TVCM・WEB 広告のほか、店頭ツール・ポスター等で展開します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品

専門店など約 20,000店のほか、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」でも販売します。 

 

【商品一覧】 全 7品目 10品種 

 

商品名 分類 容量 品種 価格 

アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアミルク ａ 日焼け止め用乳液 
20mL 
60mL 

2種 

ノープリント 
プライス 

アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアジェル ａ 日焼け止め用ジェル 
32ｇ 
90g 

2種 

アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアスプレー ａ 日焼け止め用スプレー 60g 1種 

アネッサ ホワイトニングＵＶ ジェル ＡＡ （医薬部外品） 日焼け止め用ジェル 90g 1種 

アネッサ パーフェクトUV マイルドミルク ａ 日焼け止め用乳液 60mL 1種 

アネッサ モイスチャーＵＶ マイルドミルク ａ 日焼け止め用乳液 60mL 1種 

アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアＢＢ ファンデーション ａ ＵＶカット・ファンデーション 25mL 2種 

シリーズ 金 美白 マイルド メイク 

剤形 ミルク ジェル スプレー ジェル ミルク ミルク BB下地 

       

容量 20・60 mL 32・90g 60g 90g 60mL 60mL 25ｍL 



 

【商品概要】 

 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

アネッサ  

パーフェクトＵＶ スキンケアミルク ａ 

＜日焼け止め用乳液＞ 

顔・からだ用 

SPF50+・PA++++ 

 

60mL 

20mL 

 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇太陽などの熱に反応して、UVブロック膜が強くなります。 

－サーモブースター技術 

 

○汗や水にふれると、UVブロック膜が強くなります。 

さらに、こすれに強い“アクアブースターＥＸ粉末”を使用。 

－アクアブースターEX技術 

 

○スキンケア成分 50％配合。美容成分をダブル配合し、うるおいを与

え、紫外線による乾燥ダメージをケアします。 

－保湿＆美肌成分 

①黄花エキス（バラ科・トルメンチラ）、甘草由来成分※1、スーパーヒア

ルロン酸※2、コラーゲン、グリセリン 

②緑茶エキス（京都宇治産）、エーデルワイス、アクアインプール※3、

グリセリン 

※１ グリチルリチン酸 

※2アセチルヒアルロン酸Ｎａ 

※3 独自成分 PEG/PPG-14/７ジメチルエーテル 

 

○スーパーウォータープルーフ 

 

○化粧下地にも使えます。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○なめらかになじみ、ベタつかないエアリータッチのさらさらな感触のミ

ルクです。 

○砂が肌につきにくいサンドプルーフ効果があります。 

○さわやかなシトラスソープの香り。 

○無着色・アレルギーテスト済み。 

（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今と未来の美肌を守る 

最強ＵＶなのに、スキンケアまで 

「最強」とは SPF50+・PA++++、及びアネッサ内ウォータープルーフ効果を意味する。  



 

 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

アネッサ 

パーフェクトＵＶ スキンケアジェル ａ 

＜日焼け止め用ジェル＞ 

顔・からだ用 

SPF50+・PA++++ 

 

90g 

32ｇ 

 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

○汗や水にふれると、UVブロック膜が強くなります。 

さらに、こすれに強い“アクアブースターＥＸ粉末”を使用。 

－アクアブースターEX技術 

 

○スキンケア成分 50％配合。美容成分をダブル配合し、うるおいを与

え、紫外線による乾燥ダメージをケアします。 

－保湿＆美肌成分 

①黄花エキス（バラ科・トルメンチラ）、甘草由来成分※1、スーパーヒア

ルロン酸※2、コラーゲン、グリセリン 

②緑茶エキス（京都宇治産）、エーデルワイス、アクアインプール※３、

グリセリン 

※1 グリチルリチン酸 

※2 アセチルヒアルロン酸ナトリウムＮａ 

※3 独自成分 PEG/PPG-14/７ジメチルエーテル 

 

○コアコロナ乳化技術により両立が困難だった「みずみずしい塗り心地

でありながら水に強いサンスクリーン」が実現しました。 

 

○スーパーウォータープルーフ。 

○化粧下地にも使えます。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○アクアタッチのみずみずしいジェルです。 

○砂が肌につきにくいサンドプルーフ効果があります。 

○さわやかなシトラスソープの香り。 

○無着色・アレルギーテスト済み。 

  （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません） 

アネッサ 

パーフェクトＵＶ スキンケアスプレー ａ 

＜日焼け止め用スプレー＞ 

顔・からだ・髪用 

SPF50+・PA++++ 

60g 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

○汗や水に触れると、UVブロック膜が強くなります。 

さらに、こすれに強い“アクアブースターＥＸ粉末”を使用。 

－アクアブースターEX技術 

 

○フィット感が強いＵＶヴェールが肌に均一に広がり、あらゆる角度から

の紫外線を防ぎます。 

 －360°ムラやけブロック技術 

 

○スキンケア成分 50％配合。美容成分を厳選配合し、うるおいを与え、

紫外線による乾燥ダメージをケアします。 

－保湿＆美肌成分 

黄花エキス（バラ科・トルメンチラ）、甘草由来成分※1、スーパーヒアル

ロン酸※2、コラーゲン、グリセリン 

 

※1 グリチルリチン酸 

※2 アセチル化ヒアルロン酸ナトリウムＮａ 

 

○スーパーウォータープルーフ。 

〇化粧下地にも使えます 

○せっけんでスルリと落とせます。 

今と未来の美肌を守る 

強力ＵＶジェルなのに、スキンケアまで 

 

今と未来の美肌を守る 

肌にフィットしてムラやけを防ぐ スキンケアするＵＶスプレー 



 

 

 

○エアリータッチのサラサラなスプレーです。 

○砂が肌につきにくいサンドプルーフ効果があります。 

○さわやかなシトラスソープの香り。 

○メイクの上からでも、髪にも、逆さにしても使えます。 

○無着色・アレルギーテスト済み。 

 （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません 

 

 

アネッサ 

ホワイトニングＵＶ ジェル ＡＡ 

（医薬部外品） 

日焼け止め用ジェル 

 

顔・からだ用 

SPF50+・PA++++ 

90g 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

○メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

 －美白有効成分 m-トラネキサム酸＊ 

＊ トラネキサム酸 

 

〇肌荒れ防止有効成分配合 

 －グリチルリチン酸塩 

 

○スキンケア成分 50％配合。美容成分をダブル配合し、うるおいを与

え、紫外線による乾燥ダメージをケアします。 

－保湿＆美肌成分 

黄花エキス（バラ科・トルメンチラ）、スーパーヒアルロン酸※2、コラー

ゲン、グリセリン 

緑茶エキス（京都宇治産） 

※2アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム 

 

〇長時間うるおいが続きます。 

 

〇塗布した直後から肌の透明感を実感、きめ細かく自然な肌印象に仕

上げます。パール剤不使用。 

 
○ウォータープルーフ。 

○化粧下地にも使えます。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○アクアタッチのみずみずしいジェル。 

○さわやかなシトラスソープの香り。 

○無着色・アレルギーテスト済み。 

 （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません） 

 

 

 

 

 

 

 

今と未来の美肌を守る 

シミを防ぎうるおい持続の薬用美白ＵＶジェル 



 

 

 

アネッサ 

パーフェクトＵＶ マイルドミルク ａ 

＜日焼け止め用乳液＞ 

顔・からだ用 

SPF50+・PA++++ 

60mL 

 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

○汗や水にふれると、UVブロック膜が強くなります。 

 さらに、こすれに強い“アクアブースターＥＸ粉末”を使用。 

－アクアブースターEX技術 

 

○ベビー※4やお子さまなどの敏感な肌にも使える低刺激設計です。 

無添加※5・無香料・無着色 

※4 新生児を除く 

※5 アルコール、防腐剤（パラベン）、鉱物油不使用 

 

○環境ダメージブロック処方で、紫外線や空気中の微粒子汚れから肌を

守ります。 

 

○スキンケア成分 50％配合。美容成分を厳選配合し、うるおいを与え、

乾燥ダメージをケアします。 

－保湿＆美肌成分 

甘草由来成分※１、スーパーヒアルロン酸※2、グリセリン 

※1 グリチルリチン酸 

※2 アセチルヒアルロン酸Ｎａ 

 

○スーパーウォータープルーフ。 

○化粧下地にも使えます。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○エアリータッチのさらさらミルクです。 

○砂が肌につきにくいサンドプルーフ効果があります。 

○アレルギーテスト済み 

 （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません） 

 

 

アネッサ 

モイスチャーＵＶ マイルドミルク ａ 

＜日焼け止め用乳液＞ 

顔・からだ用 

SPF35・PA+++ 

60mL 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

○汗や水にふれると、UVブロック膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術 

 

○ベビー※4やお子さまなどの敏感な肌にも使える低刺激設計です。 

無添加※5・無香料・無着色 

※4 新生児を除く 

※5 アルコール、防腐剤（パラベン）、鉱物油不使用 

 

○環境ダメージブロック処方で、紫外線や空気中の微粒子汚れから肌を

守ります。 

 

○スキンケア成分 50％配合。美容成分を厳選配合し、うるおいを与え、

乾燥ダメージをケアします。 

－保湿＆美肌成分 

甘草由来成分※1、スーパーヒアルロン酸※2、グリセリン 

※1グリチルリチン酸 

※2 アセチルヒアルロン酸Ｎａ 

 

今と未来の美肌を守る 

しっかり守る デリケート肌用ＵＶ 

今と未来の美肌を守る 

やさしく守る デリケート肌用ＵＶ 



 

 

 

〇長時間うるおいが続きます。 

 

○ウォータープルーフ。 

○化粧下地にも使えます。 

○せっけんでスルリと落とせます。 

○振らずに使えるモイストタッチのしっとりミルクです。 

○アレルギーテスト済み 

 （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません） 

 

 

 

アネッサ 

パーフェクトＵＶ  

スキンケア BB ファンデーション ａ  

＜ＵＶカット・ファンデーション＞ 

顔用 

SPF50+・PA++++ 

25mL 

 

2色 

・１：明るめの自然な肌色 

・２：健康的で自然な肌色 

 

 

 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

○汗や水にふれると、UVブロック膜が強くなります。 

 －アクアブースター技術 

 

○化粧下地・BB・ファンデーションまで、これ１本でベースメイクを完成さ

せます。 

 

○毛穴・シミを自然にカバーし、皮脂コントロールパウダーでキレイな仕

上がりが続きます。 

 －タイムコントロールパウダー 

 

○肌荒れを防ぐスキンケアパウダー配合 ＊硫酸バリウム 

 

○美容成分を厳選配合し、うるおいを与え、乾燥ダメージをケアします。 

－保湿＆美肌成分 

 緑茶エキス（京都宇治産） 

 

○ウォータープルーフ 

○普段お使いのメイク落としで落とせます。 

○アレルギーテスト済み 

 （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません） 

 

 

■アネッサ ブランドサイト  http://anessa.shiseido.co.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今と未来の美肌を守る 

汗をかくほど美肌に差がつく ＵＶファンデーション 

http://anessa.shiseido.co.jp/
http://anessa.shiseido.co.jp/

