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アルマードは、美容成分「卵殻膜（らんかくまく、卵の殻の内側に存在する0.07mmほどの薄い膜）」にいち早く注目し、化粧品やサプリメ
ントなど全商品に卵殻膜を配合している、“卵殻膜のパイオニア”です。そのアルマードのスキンケアラインである「オーディ」シリーズより、
「加水分解卵殻膜」に加え、海のミネラル豊富な「タナクラクレイ」を成分とした新商品『オーディUVミルク』と『オーディクレイパック』を、
2014年4月26日（土）より発売します。

■新商品■

Ode UV milk
オーディ UVミルク
Ode clay pack
オーディ クレイパック
＜2014年4月26日（土）発売＞

オーディ UVミルク
ミルク

オーディ クレイパック

つけ心地軽
ミルク。
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心地軽やかで、
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つけるほどに潤うUVミルク
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SPF50+ PA++++の
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国内最高表示値で紫外線を
紫外線を徹底ブロック
徹底ブロック！
ブロック！
今回発売する『オーディ UVミルク』は、美容成分として「加水分解卵殻膜」のほか、日本の地形が
数千万年もの時をかけて奇跡的に生み出したとされる海泥「タナクラクレイ」などを配合したUVミル
クです。国内最高の表示値「SPF50+ PA++++」であるにも関わらず、つけ心地は軽やかで、しっとり
するのにさらさらな使用感。本商品は「卵殻膜」と、ヨーロッパのクレイよりも多くのミネラルを含む
「タナクラクレイ」を配合することで、肌にぴったりと吸着して紫外線から肌をしっかりと守りつつ、しっ
とりと潤って肌荒れや乾燥も防ぎます。
また、専用クレンジングは不要で、通常の石鹸やボディソープ等で落としていただけます。さらに
お肌への優しさを考えて、紫外線吸収剤、パラベン、石油系界面活性剤、アルコール等は一切
不使用。ボディだけでなく、顔周りにも使いやすい処方で、スポーツやレジャーの時など、これからの
季節はもちろん、1年中紫外線対策にお使いいただける1本です。
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注目の
注目の「卵殻膜」
卵殻膜」成分に
成分に深海の
深海の泥の恵み「タナクラクレイ」
タナクラクレイ」が融合、
融合、
透明感が
透明感が溢れ、しっとりとしてぷるっとしたつや肌
しっとりとしてぷるっとしたつや肌へ

Ode
clay pack

『オーディ UVミルク』と同時発売の『オーディ クレイパック』は、同じく「加水分解卵殻膜」と、
「タナクラクレイ」を配合した、洗い流すタイプのクレイパックです。「卵殻膜」は、18種類のアミ
ノ酸やコラーゲン、ヒアルロン酸を含んでおり、美肌の鍵となる「Ⅲ型コラーゲン」をサポート
する注目の美容成分です。また、「タナクラクレイ」は、数千年前まで深海だったと推定される、
日本の海底で産出された海泥（クレイ）で、ミネラル成分が凝縮した天然鉱物として知られて
います。そのミネラルの含量は、ヨーロッパ産の泥に比べ種類も量も多いというデータも得られ
ており、現在、パックやヘアケア製品等の原料として使用されています。
本商品では、ハリ・弾力、つや、潤いをもたらす「卵殻膜」、肌を滑らかにし潤いを与える「タナ
クラクレイ」の他、6種類もの美容成分を配合。さらに、ベントナイト、カオリンで角質ケアまでも
行えます。また、鉱物油やパラベン等は無添加です。ご使用いただくことで、クレイのミネラル
や卵殻膜をはじめとした美容成分が肌に「浸透」する一方、クレイパックが毛穴に詰まった汚れ
や古い角質をしっかりと「吸着」する同時アプローチ。洗浄効果によって、透明感のある、“つる
つる”“ぷるぷる”の肌へと導きます。

New!

『オーディ UVミルク』商品概要

■Point1
「加水分解卵殻膜」と「タナクラクレイ」配合。ぴたっと密着
して、仕上がりはさらっと軽いのに、しっとり潤う。

New!

『オーディ クレイパック』商品概要

■Point1
「加水分解卵殻膜」「タナクラクレイ」のほか、6つもの美容
成分を配合。肌のために6つの成分は無添加。
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸Na

加水分解
卵殻膜

タナクラ
クレイ

ハリ・弾力、
潤い

潤い、吸着、
滑らか

グリチルリチン酸
グリチルリチン酸2K

保湿

加水分解
卵殻膜
アマモエキス
ハリ・弾力、
保湿、ハリ、キメ
つや、
潤い
ホホバ種子油
ホホバ種子油

タナクラ
クレイ
潤い、
滑らか

ホエイ
肌荒れ防止、
柔軟化

ブクリョウエキス
皮膚コンディショニング

保湿、キメ、保護

■Point2
紫外線吸収剤などは一切無添加なのに、国内最高表示値
「SPF50+」「PA++++」を実現し、専用クレンジングも不要。
SPF50+
UV-B波をブロックする国内最高値。
SPF50以上は全てSPF50+と表示。

鉱物油、アルコール、パラベン、
タルク、着色料、香料

←左記成分は
一切無添加

■Point2
「浸透」と「吸着」を同時アプローチ、清浄効果が透明感を
与え、つるりとしてぷるっとした肌に。

角質 層

PA++++
PAはUV-A波の防御効果を示す。
PA++++は「効果がきわめて高い」
とされる最高値。

■Point3
肌へのやさしさを考えた、無添加へのこだわり。
紫外線吸収剤、石油系界面活性剤、アルコール、
鉱物油、パラベン、タルク、着色料、香料

【商品名】

オーディ UVミルク

【カテゴリー】
【容量・税抜価格】
【全成分】

日焼け止め乳液
50ml、3,250円

←左記成分は
一切無添加

シクロペンタシロキサン、水、酸化亜鉛、ジメチコン、ポリメチルシルセスキオキサン、PEG-9
ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、酸化チタン、BG、リンゴ酸ジイソステアリル、トリメチル
シロキシケイ酸、加水分解卵殻膜、タナクラクレイ、グリチルリチン酸2K、グリセリン、水酸化Al、
ステアリン酸、ハイドロゲンジメチコン、フェノキシエタノール

【ご使用方法】
・容器をよく振って手に取り、肌にムラなく伸ばしてご使用下さい（使用量が少ない
と紫外線防止効果が得られにくくなります）。
・紫外線防止効果を保つため、タオルで拭いた後などは、その都度つけ直して
下さい。顔にも体にもお使いいただけます。

※美容成分…加水分解卵殻膜、ヒアル
ロン酸Na、アマモエキス、ホホバ種子油、
グリチルリチン酸2K、ホエイ、ブクリョウ
エキス、タナクラクレイ

【商品名】

オーディ クレイパック

【カテゴリー】
【容量・税抜価格】
【全成分】

パック
200g、5,700円

吸着・清浄成分を配合
ベントナイト、
ベントナイト、カオリン

水、ベントナイト、カオリン、BG、グリセリン、タナクラクレイ、ステアリン酸グリセリル（SE）、
プロパンジオール、加水分解卵殻膜、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、アマモ
エキス、ホホバ種子油、ホエイ、ブクリョウエキス、キサンタンガム、カプリリルグリコール、
カプリルヒドロキサム酸、PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール

【ご使用方法】
・洗顔後、顔全体に塗布して表面が半乾きの状態（3～5分）で洗い流して
下さい。
・目と口の周りを避けて使用して下さい。
・週2~3回程度お使いいただくのがおすすめです。
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「卵殻膜」
卵殻膜」×「タナクラクレイ」
タナクラクレイ」の人気スキンケアシリーズ
人気スキンケアシリーズ
『オーディ マーレモイスチャー』
倍増量してリニューアル
マーレモイスチャー』が卵殻膜成分を
卵殻膜成分を1.5倍増量
倍増量してリニューアル
原料として「加水分解卵殻膜」と「タナクラクレイ」が配合された人気のクリーム『オーディ
マーレモイスチャー』が卵殻膜成分を従来品より1.5倍に増量してリニューアル発売です。
「卵殻膜」がみずみずしさ・ハリ・弾力を、「タナクラクレイ」がさらなる潤いや滑らかさを肌に
もたらします。他にも5種類の海藻エキスなどが配合されており、美容効果を一層バックアップ。
通常「タナクラクレイ」は、その豊富なミネラル含量から、パックやヘアケア製品等の原料として
使用されますが、これをアルマードでは、ローションやクリームの原料としても使用。クレイを
洗い流すことなく、その効果を長く肌にとどめようという発想の本商品は、まるで1日中パックを
しているかのような、抜群の保湿力を発揮し、肌のキメを整えます。
『オーディ マーレモイスチャー』商品概要

【商品名】

オーディ マーレモイスチャー

【カテゴリー】
【容量・税抜価格】
【全成分】

クリーム
50g、6,800円

Ode
mare moisture

Renewal!

水、BG、スクワラン、グリセリン、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、ステアリン酸、パルミチン酸セチル、ステアリン酸グリセリル
（SE）、1,2-ヘキサンジオール、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸水添ヒマシ油、セチルジメチコンポリオール、加水分解
卵殻膜、タナクラクレイ、緑藻エキス、紅藻デキス、褐藻エキス、アマモエキス、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、ゲンチアナ根
エキス、ウイキョウエキス、グリチルリチン酸2K、アラントイン、カンゾウ根エキス、クリスマムマリチマムエキス、ポリクオタニウム-51、
バラエキス、ジメチコン、キサンタンガム、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、アルギニン、フェノキシエタノール

【ご使用方法】
・洗顔後、マーレローション等でお肌を整えた後、適量（パール粒大）を顔になじませて下さい。朝・晩ご使用いただけ
ます。特に乾燥の気になる部分には、重ねづけをおすすめします。
・化粧下地としてご使用いただく際は、顔全体に薄く伸ばし、肌に充分なじませてからお使い下さい。

＜3商品共通（オーディ UVミルク／オーディ クレイパック／オーディ マーレモイスチャー）＞
【発売日】
2014年4月26日（土）
【販売チャネル】 テレビショッピング（QVC）、アルマードオンラインショップ、その他高級ドラッグストア 他

◆株式会社アルマードについて
株式会社アルマードについて
女性の美しさを引き出す、「卵殻膜」が持つパワーの可能性についていち早く着目し、東京大学との産学共同研究を続けながら、同素材を生かしたさまざまな
コスメティック、サプリメント等を発表し続けています。テレビショッピング「QVC」では、同社のビューティーサプリメント「TO-Ⅱ」シリーズが21期連続でベストセラー受賞
記録を更新し続けており、たくさんのユーザーから圧倒的な支持を受けています。

＜本資料に
本資料に関する報道機関
する報道機関からのお
報道機関からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先＞
株式会社アルマード 広報担当（株式会社ディノス・セシール 広報室（グループ広報窓口）)
Tel：03-6743-1114 ／ E-mail：pr@dinos-cecile.co.jp
＜お客様からのお
客様からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先＞
株式会社アルマード フリーダイヤル：0120-85-1180（平日9時～17時）
◆アルマードオンラインショップ http://www.almado.jp/
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