
 

 

 

 

 

3年連続制汗剤市場売上 No.1の※1「エージーデオ２４」から 

現代ストレス社会を象徴する「ストレス臭」に加え、大人のニオイ(加齢臭)までケア※2する 

最高技術※3を搭載した「プレミアム デオドラントスプレーDX(無香性)LL」発売 

～2020年 1月下旬発売～ 

 

資生堂は、「24 時間、いつでもどこでも肌快適ケア」をコンセプトにしたデオドラントブランドライン「エージーデ

オ２４」から、緊張によるストレス由来のニオイ「ストレス臭※2」に加えて、大人のニオイ「加齢臭※2」までケアでき

る最高技術※3 を搭載した「エージーデオ２４ プレミアム デオドラントスプレーＤＸ(医薬部外品)」をはじめとした

新製品【全 4品目 9品種 オープン価格】を 2020年 1月下旬※4より発売します。 

※1 インテージ SRI 制汗剤市場 期間 2017 年 1月～2019年 12月 ブランドライン（累計販売金額） 

※2 ストレス臭・加齢臭を包み込んで嫌なニオイを目立たなくするハーモナージュ香料配合 

※3 エージーデオ２４パウダースプレー内において 

※4 EC・一部店舗にて 2019年 12月中旬先行発売 

 

◆「エージーデオ２４」は、3年連続制汗剤市場売上 No.1※1のブランドラインです。 

◆３つのニオイ（汗臭・ストレス臭・加齢臭）に対応した最高技術※3 を搭載した「エージーデオ２４ プレミアム 

デオドラントスプレーＤＸ」を発売します。 

◆汗臭はもちろん、ストレス臭までケアできる「エージーデオ２４ デオドラントロールオンＤＸ」「エージーデオ２

４ デオドラントスティックＤＸ」を発売します。 
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株式会社資生堂 

株式会社エフティ資生堂 

 

【エージーデオ２４ 新デオドラント （医薬部外品）】 

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。 

 



 

 

 

発売背景 

日本の制汗剤市場において「エージーデオ２４」は 3年連続売上No.1 ブ

ランドライン※1 として、お客さまから高い支持を得ています。資生堂研究所

が特定した緊張によるストレス由来のニオイ「ストレス臭」のケア機能をもつ

「エージーデオ２４ パウダースプレー（医薬部外品）」の発売（2019 年 2 月

発売）により、パウダースプレーの売上は、2017 年対比で成長率約 121％

と制汗剤市場(パウダースプレー)全体を上回る伸長率を達成しました※5。 

資生堂が行った意識調査では、制汗剤使用者のなかでもスプレー以外

の剤型(ロールオン・スティックなど)を使用するユーザーの 94.3％が「ストレ

ス臭をケアしたい」と回答※6。日々の生活で潜在的に緊張やストレスを感じ

ることが多い現代社会における新たなニオイケアを、すべての剤型で実現

します。 

※5 インテージ SRI 制汗剤市場（パウダースプレー） 期間 2017 年 1月～2019年 12月エージーブランド（累計販売金額） 

※6 資生堂調べ 『ストレス臭に関する意識調査(WEBアンケート)』 （2019年 7月） 20～49歳 男女ｎ＝1500 

プロモーション展開 

ニオイ鑑定人として、米国人調香師「ジェニファー ハーダウェイ（Jennifer Hardaway）氏」を連続起用します。「汗

臭！ストレス臭！エージーデオ２４でシュー！」をキャッチコピーに、ウェブ広告・テレビ CM などを 2020 年 2 月

中旬から展開します。 

 

【商品一覧】                                                     全 4品目 9品種 

商品名 分類 容量 品種 価格 

エージーデオ２４  

プレミアム デオドラントスプレーＤＸ（無香性）ＬＬ （医薬部外品） 

販売名：資生堂 デオドラントスプレー プレミアム 

デオドラント 180g 1種 オープン価格 

エージーデオ２４ 

デオドラントロールオンＤＸ（無香性） （医薬部外品） 

販売名：資生堂 デオドラントロールオン Ｎ 

デオドラント 40mL 3種 オープン価格 

エージーデオ２４ 

デオドラントロールオンＤＸ（フローラルブーケ） （医薬部外品） 

販売名：資生堂 デオドラントロールオン Ｎ（FB） 

エージーデオ２４ 

デオドラントロールオンＤＸ（フレッシュサボン） （医薬部外品） 

販売名：資生堂 デオドラントロールオン Ｎ（SV） 

エージーデオ２４  

デオドラントスティックＤＸ（無香性） （医薬部外品） 

販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎｂ 

デオドラント 20g 3種 オープン価格 

エージーデオ２４ 

デオドラントスティックＤＸ（フローラルブーケ） （医薬部外品） 

販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎｂ（FB） 

エージーデオ２４ 

デオドラントスティックＤＸ（フレッシュサボン） （医薬部外品） 

販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎｂ（SV） 

エージーデオ２４   

パウダースプレー（ル・ジョリパルファン）Ｌ （医薬部外品） 

販売名：資生堂 パウダースプレー ｈ（LJ） 

【数量限定】 
デオドラント 142g 2種 オープン価格 

エージーデオ２４  

パウダースプレー（ヴァンミニョン）Ｌ （医薬部外品） 

販売名：資生堂 パウダースプレー ｈ（ＶＭ） 

【数量限定】 



 

 

 

【商品概要】 

      商品名・容量・価格 商品特長  

エージーデオ２４  

プレミアム デオドラントスプレーＤＸ（無香性）

ＬＬ 

（医薬部外品） 180g 

オープン価格 

 

販売名：資生堂 デオドラントスプレー プレミアム 

 

効能・効果： 

ワキガ（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗 

 

○ニオイ菌、集中殺菌※1！ 

ワキ・首筋・胸元・背中などの全身の汗のニオイ・体臭を元から

防ぐ 

※1 有効成分：IPMP(イソプロピルメチルフェノール) 

○汗臭はもちろん、全身のストレス臭※2までケア 

※2 ストレス臭を包み込んで嫌なニオイを目立たなくする STハーモナージ

ュ香料配合 

○年齢によるニオイの変化に対応し、大人のニオイ(加齢臭)※3

までケア 

※3 加齢臭を包み込んで嫌なニオイを目立たなくする ADハーモナージュ香料配合 

○高密度・高密着タイプのスプレーが、狙った肌表面にピタッと

密着し続ける 

○銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合 

○ヒアルロン酸パウダー（保湿）配合 

○無香性 

エージーデオ２４パウダースプレー史上 

最高技術のプレミアム 

汗臭＋ストレス臭※2・大人のニオイ(加齢臭)※3までケア 

エージーデオ２４  

パウダースプレー（ル・ジョリパルファン）Ｌ 

（医薬部外品） 142g 

オープン価格 

 

販売名：資生堂 パウダースプレー ｈ（LJ） 

 

LE JOLI PARFUM： 

愛らしい香り（仏語） 

 

【数量限定】 

 

効能・効果： 

ワキガ（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗 

○ 香りでごまかすデオドラントではなく、ニオイの元ニオイ菌を

殺菌※1 するから、ふんわりいい香り続く。ワキ・首筋・胸元・背中

など全身の汗のニオイや体臭をしっかり防ぐ 

※1 有効成分：IPMP(イソプロピルメチルフェノール) 

○汗臭はもちろん、ストレス臭※2までケア 

※2 ストレス臭を包み込んで嫌なニオイを目立たなくする ST ハーモナージ

ュ香料配合 

○ 汗を抑える汗取りパッド効果 

汗吸着パウダー/みょうばん（制汗成分） 

○ シュッとひと吹きでさらさらの防臭ヴェールを形成。 

汗をかいても流れにくく、動いても落ちにくい処方で肌にピッタリ

密着 

○銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合 

○ヒアルロン酸パウダー（保湿）配合 

 

ニオイ菌、殺菌※1！汗臭＋ストレス臭※2もケア 

ふんわりいい香り続く パウダースプレー【数量限定】 

フルーティフローラルの上品な香り 



 

 

 

      商品名・容量・価格 商品特長  

【数量限定】 

エージーデオ２４  

パウダースプレー（ヴァンミニョン）Ｌ 

（医薬部外品） 142g 

オープン価格 

 

販売名：資生堂 パウダースプレー ｈ（VM） 

 

VENT MIGNON： 

風に吹かれたような、可愛らしい（仏語） 

 

【数量限定】 

 

効能・効果： 

ワキガ（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗 

○ 香りでごまかすデオドラントではなく、ニオイの元ニオイ菌を

殺菌※1 するから、ふんわりいい香り続く。ワキ・首筋・胸元・背中

など全身の汗のニオイや体臭をしっかり防ぐ 

※1 有効成分：IPMP(イソプロピルメチルフェノール) 

○汗臭はもちろん、ストレス臭※2までケア 

※2 ストレス臭を包み込んで嫌なニオイを目立たなくする ST ハーモナージ

ュ香料配合 

○ 汗を抑える汗取りパッド効果 

汗吸着パウダー/みょうばん（制汗成分） 

○ シュッとひと吹きでさらさらの防臭ヴェールを形成。 

汗をかいても流れにくく、動いても落ちにくい処方で肌にピッタリ

密着 

○銀含有アパタイト（さらさらパウダー）配合 

○ヒアルロン酸パウダー（保湿）配合 

 

 

 

ニオイ菌、殺菌※1！汗臭＋ストレス臭※2もケア 

ふんわりいい香り続く パウダースプレー【数量限定】 

透き通るピュアでやさしい花の香り 



 

 

 

エージーデオ２４ 

デオドラントロールオンＤＸ（無香性） 

デオドラントロールオンＤＸ（フローラルブーケ） 

デオドラントロールオンＤＸ（フレッシュサボン） 

（医薬部外品） 40mL 

 

販売名：資生堂 デオドラントロールオン Ｎ 

販売名：資生堂 デオドラントロールオン Ｎ（FB） 

販売名：資生堂 デオドラントロールオン Ｎ（SV） 

以上すべてオープン価格 

 

効能・効果： 

ワキガ（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗 

 

○ニオイの原因となる、ニオイ菌を殺菌※1 

※1 有効成分：IPMP(イソプロピルメチルフェノール) 

○ワキ汗をしっかり抑える（有効成分：焼ミョウバン） 

○汗を瞬時に吸着・吸収するＷパウダー配合 

○緊張時などのストレス臭※2までケア 

※2 ストレス臭を包み込んで嫌なニオイを目立たなくする STハーモナージ

ュ香料配合 

○忙しい朝、着替える前にさっとひと塗り。すぐ乾くから着替えも

即、完了 

○24時間、肌快適ケア いつでもどこでもずーっと快適な肌を願

う人へ 

 

ワキ汗ピタッ！真夏でも、緊張しても 

汗ジミ気にせず過ごせて、ストレス臭※2もケア 

瞬乾さらさら薬用デオドラントロールオンＤＸ 

エージーデオ２４ 

デオドラントスティックＤＸ（無香性） 

デオドラントスティックＤＸ（フローラルブーケ） 

デオドラントスティックＤＸ（フレッシュサボン） 

（医薬部外品） 20g 

 

販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎb 

販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎb（FB） 

販売名：資生堂 デオドラントスティック Ｎb（SV） 

以上すべてオープン価格 

 

効能・効果： 

ワキガ（腋臭）、皮ふ汗臭、制汗 

  

○ニオイの原因となる、ニオイ菌を殺菌※1 

（※1 有効成分：IPMP(イソプロピルメチルフェノール) 

○汗が気になる過酷な季節も、ニオイや体臭をしっかり防ぐ 

○汗を吸着し、吸収するパウダー配合 

○汗臭はもちろん、ストレス臭※2までケア 

※2 ストレス臭を包み込んで嫌なニオイを目立たなくする ST ハーモナージ

ュ香料配合 

○すき間なくピタッと密着し、肌になじんでいつもサラサラ 

○24時間、肌快適ケア いつでもどこでもずーっと快適な肌を願

う人へ 

 

 

  

ニオイ菌、殺菌※1！汗臭＋ストレス臭※2もケア 

ずーっとニオわない！ 

なめらか高密着な薬用デオドラントスティックＤＸ 

エージーデオ２４ 公式サイト https://www.shiseido.co.jp/ag/ 

 

 

  

https://www.shiseido.co.jp/ag/
https://www.shiseido.co.jp/ag/


 

 

 

ご参考 エージーデオ２４ スプレーの技術 STアンセンティッド技術 ＜イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

＜以下余白＞ 

イメージ 


