
 

 

 

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 一俊）は、化粧品専門店ブランド『プ

レディア』の、中核となるスキンケアライン「スパ･エ･メール」をリニューアルし、スパの施術を受けた後のよう

なうるおいで満たされた、毛穴が目立ちにくい弾力のある肌に導くスキンケア・ヘアケア商品 8 品目 12 品種

（3,200 円～6,500 円/税込 3,360 円～6,825 円）を、2013 年 10 月 16 日に発売します。 
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”をコンセプトイメージとする『プレディア』を

象徴するスキンケアライン「スパ・エ・メール」のシリーズコ

ンセプトは「タラソスパ」。タラソテラピー発祥の地フランス・

ブルターニュ地方の景観をシリーズの統一イメージとしま

した。自宅や店頭でも本格的なスパの施術を体験できるよ

うな心地よさを感じられる商品やスキンケアシステム※１が

特長です。容器デザインも、海風や波で削られた大理石

のようなザラザラとした質感など伝統あるブルターニュ地

方のスパを感じる仕上がりです。ストレスの多い現代社会

で受ける様々な肌や心の疲労を癒す、スパの施術を受け

たような、透明感あふれる弾力のある肌へ導きます。 

 

代表商品「プレディア スパ・エ・メール G セラム」（40mL 6,000 円/税込 6.300 円）には、これまでの「スパ・

エ・メール」シリーズ共通成分のフランス・ブルターニュ地方の海の成分「コディウムエキス【イモセミルエキ

ス】（保湿）」※2 に加え、今回新たな共通成分として海洋成分「ガゴメエキス【アルゲエキス】（保湿）」※3 を配

合しました。これらにより、肌の角層の奥まで濃厚な潤いで満たし、毛穴が目立たないもっちりとした弾力肌

へ導きます。 

 

「スパ・エ・メール」は、ブランド共通成分である海【Sea】の力とス

パ【Spa】の優しさに加え、香りによる癒し効果で心を満たし、すこ

やかに弾む肌に導く『プレディア』を象徴とするシリーズとして 2002

年 9 月に誕生しました。“ストレス”や“乾燥・紫外線”などから引き

起こされる「肌疲労」に着目し、母親の羊水の成分に類似した海洋

深層水を配合するなど、自然派化粧品の先駆けとして、多くの女

性から高い評価を得てきました。今回、近年の自然派化粧品市場の拡大などから、“Sea＆Spa”のブランドコ

ンセプトを、より明確に表現するシリーズとしてリニューアルを行うことによって、ブランドの認知度の向上を

図り、更なる愛用者の拡大を目指します。また、同時にプレディアロゴも“やさしさ”・“癒し”・“自然”を想起さ

せるデザインに刷新し、更なるブランドイメージの構築をはかります。 
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プレディア 新ブランドロゴ 



    

    

----プレデプレデプレデプレディアィアィアィアについてについてについてについて----    

 『プレディア』は、きめ細かなカウンセリングを行う化粧品専門店の強みを最大限に引き出せるブランドとし

て 1996 年デビューしました。“Sea&Spa”をブランドコンセプトとし、生体に最も近いミネラルバランスを持つ海

に着目。約 60 種類にもおよぶミネラル成分を含んだ海洋深層水と、肌へのケア効果の高いスパ（温泉）水

などの「シー＆スパ成分※」（保湿）を取り入れ、コーセーの開発力、技術力を融合させたブランドです。 

※ 深層水・温泉水 

 

※1 スキンケアシステムスキンケアシステムスキンケアシステムスキンケアシステム 

   スパの施術ステップにもとづいたスキンケアシステム 

 

●ヴィシシャワー・･フランスの有名な温泉保養地ヴィシー（Vichy）に由来。 

 トリートメントに入る前に適度な水圧で温泉水を体のツボにあてることで、血行促進とリンパの流れを高め、その後のトリートメ

ント効果を高めます。 

 

※2    コディウコディウコディウコディウムエキスムエキスムエキスムエキス【【【【イモセミルエキスイモセミルエキスイモセミルエキスイモセミルエキス】】】】    

 潮の満ち引きが激しいブルターニュの海の浅瀬で育つ緑藻コディウムから抽出された成分。コディウムが

生息する環境は厳しく、引き潮の際は長時間炎天下にさらされます。コディウムには、そのような過酷な環

境でも自分の身を守りながら、常に正常な状態が保てるという、他の海藻に類を見ないほどの生命力＆パワ

ーがあります。 

 

※3 ガゴメエキスガゴメエキスガゴメエキスガゴメエキス【【【【アルゲエキスアルゲエキスアルゲエキスアルゲエキス】】】】 

北海道の極めて限られた地域にのみ生育するガゴメ昆布（海藻類、トロロコンブ属）から、成分を損なわ

ないように、熱をかけず時間をかけて抽出した成分。ガゴメ昆布は、収穫量が少なく、昆布類の中でも、最も

高価なもののひとつです。ガゴメ昆布の粘りは主にフコイダンによるもので、海藻が乾燥や細菌から身を守

る防御力やバリア機能と、自ら傷ついた部分を修復する機能があることがわかっています。ガゴメ昆布を取り

扱う地元女性の手が美しいことから注目、開発しました。 
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 商品名 容量 特長 価格 

① スパ･エ･メール 

ファンゴ W クレンズ 

300g 

メイクアップ料や毛穴の汚れ、酸化皮脂

までしっかり落とす、天然ミネラル泥配合

のクレンジング料。しなやかで透明感のあ

る、みずみずしい肌に洗い上げます。 

（洗い流し専用） 

4,500 円 

（税込 4,725 円） 

② スパ･エ･メール 

タラソ ウォッシュ 

150g 

弾力のあるキメ細かい泡で、老廃物や毛

穴の黒ずみ・ざらつきもすっきり落とす、ソ

フトスクラブ・海塩などを配合した洗顔

料。なめらかで透明感のある、みずみず

しい肌に洗い上げます。 

3,500 円 

（税込 3,675 円） 

③ スパ･エ･メール 

ミネラル ローションⅠ 
250mL 

6,000 円 

（税込 6,300 円） 

④ スパ・エ・メール 

ミネラル ローションⅠ 

250mL 

（付け替え用） 

みずみずしいうるおいで、肌の乾きを満

たす化粧水。透明感にあふれ、ふっくらも

ちもちとした弾力感のある肌に導きます。 
5,700 円 

（税込 5,985 円） 

⑤ スパ・エ･メール 

ミネラル ローションⅡ 
250mL 

6,000 円 

（税込 6,300 円） 

⑥ スパ・エ・メール 

ミネラル ローションⅡ 

250mL 

（付け替え用） 

濃厚なうるおいで、肌の乾きを満たす化

粧水。透明感にあふれ、ふっくらもちもち

とした弾力感のある肌に導きます。 
5,700 円 

（税込 5,985 円） 

⑦ スパ・エ・メール 

モイスチュアライザーⅠ 
150mL 

6,500 円 

（税込 6.825 円） 

⑧ スパ・エ・メール 

モイスチュアライザーⅠ 
150mL 

(付け替え用) 

しっとりなめらかな感触で肌をほぐすよう

にやわらげ、すこやかな肌への生まれ変

わりをサポートする乳液。ツヤ感にあふ

れ、指先をはね返すようなもちもちとした

ハリのある肌に導きます。 

6,200 円 

（税込 6,510 円） 

 

①      ②     ③   ⑤    ⑦   ⑨    ⑪   ⑫  

 



⑨ スパ・エ・メール 

モイスチュアライザーⅡ 
150mL 

6,500 円 

（税込 6.825 円） 

⑩ スパ・エ・メール 

モイスチュアライザーⅡ 
150mL 

（付け替え用） 

コクのあるリッチな感触で肌をほぐすよう

にやわらげ、すこやかな肌への生まれ変

わりをサポートする乳液。ツヤ間にあふ

れ、指先をはね返すようなもちもちとした

ハリのある肌に導きます。 

6,200 円 

（税込 6,510 円） 

⑪ スパ･エ･メール 

ヘッド スパークリング  

エッセンス 
150g 

心地よい炭酸※のシャワーでうるおい清

涼感を与え、こり固まった頭皮を柔軟に

整えるスカルプエッセンス。 

スパ発想のマッサージによる血行促進を

サポートし、弾力感に満ちたすこやかな

頭皮に導きます。※炭酸ガス（噴射剤） 

3,200 円 

（税込 3,360 円） 

⑫ スパ･エ･メール 

G セラム 

40mL 

ガゴメエキスを高配合※。コクのある糸を

ひく感触で密着しながらのび広がり、濃

厚なうるおいをあたえる美容液。充実の

ハリ・弾力感をあたえ、毛穴の目立ちにく

いもっちりとした肌に導きます。 

※スパ・エ・メール内比 

6,000 円 

（税込 6,300 円９ 

 


