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『サンカット®』史上最強※１
高い耐水性※２と UV カット力を備えた
「ウルトラ UV スーパーパーフェクトスプレー」などを新発売
コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、日やけ止めブランドの
『サンカット®』から、高い耐水性と UV カット力を備えた、「ウルトラ UV スーパーパーフェクトスプレー」などの新商品
（3 品目 3 品種、ノープリントプライス）と、ディズニーデザインパッケージの限定品（7 品目 7 品種、ノープリントプライ
ス）を、２月１日より、全国のドラッグストアや量販店などで発売します。
※１ シリーズ比 ※２ スーパーウォータープルーフ

日やけ止めスプレー売上 5 年連続第１位※３の『サン
カット®』から、汗をかいても泳いでも国内最高レベルの
ＵＶカット効果が長時間続く「ウルトラ UV スーパーパ
ーフェクトスプレー」を発売します。
汗や水に触れると紫外線防御膜が強くなる “アクアリ
ィセンサー成分”※４を新配合。肌にぴったりと密着し、動
いてもヨレずに過酷な紫外線から肌を長時間守ります。
８０分にわたる耐水テスト※5 でも高い UV カット効果の持
続性を確認しました。更に“汗クリアパウダー”※6 が汗を
しっかり吸収してべたつかず、さらさらとした素肌にとと
のえます。人気のジェルタイプからも新たに「ウルトラ UV
スーパーパーフェクトジェル」を同時発売します。スプレ
ー同様の高い耐水性とＵＶカット効果をキープしながら、
みずみずしいうるおいたっぷりでべたつかず、さらさらとした軽い使い心地です。どちらも白くならない無色透明タイ
プで、簡単に石けんで落とせます。
※３ カスタマー・コミュニケーションズ（株）調べ 日やけ止めスプレー部門
２０１１年１月〜２０１５年１２月の１年毎の販売実績 ドラッグストア稼働会員数約３６０万人データより
※４ ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン ※５ 当社調べ
※６ シリカ・リン酸３Ｃａ・銀

更に、毎年好評のディズニーデザインパッケージの
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商品も数量限定で発売します。2014 年に「ミッキーマウ
ス」と「ミニーマウス」からスタートしたこのシリーズは、
年々キャラクターが加わり、今年は「アナと雪の女王」な
ど、同ブランド最多の６パターンのキャラクターが登場
します。毎日の紫外線ケアが楽しくなるデザインです。
コーセーコスメポートは、「もっと、親切なきれいを。」 を理念に、日々の幸せと喜びをうみだす商品をお届けしま
す。

『サンカット®』 新商品
「ウルトラ UV スーパーパーフェクトスプレー」他 3 品目 3 品種

①

商品名

①

サンカット®
ウルトラ UV
スーパーパーフェクトスプレー
(スーパーウォータープルーフ)

②

容器タイプ

スプレー

③

容量

特長

50g

〔SPF50+ ,PA++++〕 UV カット指数最高値、汗・水・皮
脂に抜群に強い日やけ止めスプレー。汗や水に触れる
と紫外線防御膜が強くなるアクアリィセンサー成分配
合。スーパーウォータープルーフ。

80mL

〔SPF50+, PA++++〕 振って使う２層シェーキングタイ
プ。UV カット指数最高値、汗、水、皮脂に抜群に強い
日やけ止めジェル。汗・水に触れると紫外線防御膜が
強くなるアクアリィセンサー成分配合。スーパーウォータ
ープルーフ。

100g

〔SPF50+, PA++++〕ＵＶカット指数最高値なのに水のよ
うに軽い、ひんやりクールで気持ちいい日やけ止めジェ
ル。スキンケア効果＆化粧下地としても使えます。ヒア
ルロン酸、10 種の植物エキス、メントール配合。

販売名：サンカット 日やけ止め
透明スプレー W

②

サンカット®
ウルトラ UV
スーパーパーフェクトジェル
(スーパーウォータープルーフ)

ボトル

販売名：サンカット 日やけ止めジェル W

③

サンカット®
ウォータースプラッシュジェル
販売名：サンカット日やけ止めジェル S

ボトル

無香料、無着色・透明タイプ、無鉱物油、化粧下地効果、せっけんでも落とせる、10 種の植物エキス配合、汗クリアパウダー ※7 配合、
ウォータープルーフ※8、髪にも使える※9、 ※７・８ ①、②のみ ※９ ①のみ

2017 年 2 月 1 日発売 『サンカット®』 新商品
「ディズニーデザインパッケージ」 7 品目 7 品種（すべて限定品）
★中身は定番商品と同じベースです。

④

⑤
商品名

④

サンカット®
ウルトラ UV スーパーパーフェクトスプレー
(スーパーウォータープルーフ)
【アリエル】
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⑥

⑦
容器
タイプ

⑤

⑥

50ｇ

〔SPF50+,PA++++〕 UV カット指数最高値、汗・水・皮脂に抜群
に強い日やけ止めスプレー。汗や水に触れると紫外線防御膜
が強くなるアクアリィセンサー成分配合。スーパーウォータープ
ルーフ。

80mL

〔SPF50+,PA++++〕 振って使う２層シェーキングタイプ。UV カッ
ト指数最高値、汗、水、皮脂に抜群に強い日やけ止めジェル。
汗・水に触れると紫外線防御膜が強くなるアクアリィセンサー成
分配合。スーパーウォータープルーフ。

ボトル

100ｇ

〔SPF50+, PA++++〕ＵＶカット指数最高値なのに水のように軽
い、ひんやりクールで気持ちいい日やけ止めジェル。スキンケア
効果＆化粧下地としても使えます。ヒアルロン酸、10 種の植物
エキス、メントール配合。

スプレー

50ｇ

〔SPF50+,PA++++〕 UV カット指数最高値なのに、軽くてさらさら
な使用感の日やけ止めスプレー。ムラなくしっかり密着し、紫外
線ダメージから肌と髪をまもりぬきます。無香料。

ボトル

100ｇ

〔SPF50+,PA++++〕 UV カット指数最高値なのに、みずみずしく
てさらさらな使用感の日やけ止めジェル。強烈紫外線Ａ波・Ｂ波
を長時間ブロックし、日やけによるシミ・そばかすを防ぎます

ボトル

100ｇ

〔SPF50+,PA++++〕 汗・水・皮脂に強い、さらさら快適な使用感
の日やけ止めジェル。強烈紫外線Ａ波・Ｂ波を長時間ブロック
し、日やけによるシミ・そばかすを防ぎます。ウォータープルー
フ。

チューブ

80ｇ

〔SPF50+,PA++++〕 最強 UV カット指数の日やけ止めエッセン
ス。うるおいの透明ヴェールが乾燥・肌あれを防ぎ、うるおい素
肌へ。化粧下地にも使えます。

スプレー

ボトル

販売名：サンカット日やけ止めジェル S

⑦

サンカット®
ウルトラＵＶ プロテクトスプレー
（ウォータープルーフ）
【ミッキーマウス】

⑩

特長

販売名：サンカット日やけ止めジェル W

サンカット®
ウォータースプラッシュジェル
【エルサ＆オラフ】

⑨

容量

販売名：サンカット日やけ止め透明スプレー W

サンカット®
ウルトラ UV スーパーパーフェクトジェル
(スーパーウォータープルーフ)
【アリエル】

⑧

販売名：サンカット日やけ止めスプレーＮe

⑧

サンカット®
ウルトラＵＶ アクアリィジェル
【ミニーマウス】
販売名：サンカット日やけ止めジェルｂ

⑨

サンカット®
ウルトラＵＶ パーフェクトジェル
（ウォータープルーフ）
【ジャスミン】
販売名：サンカット日やけ止めジェルＰb

⑩

サンカット®
ウルトラＵＶ アクアリィエッセンス
【ティンカーベル】
販売名：サンカット日やけ止めエッセンス Na

共通：無香料、無着色・透明タイプ、無鉱物油 ※１０、化粧下地効果、せっけんでも落とせる、10 種の植物エキス配合、汗クリアパウダー ※１１
配合、ウォータープルーフ※1２、髪にも使える※１３ ※１０ ⑨を除く ※１１ ④、⑤のみ ※１２ ④、⑤、⑦、⑨のみ ※１３ ④、⑦のみ

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室 TEL 03-3277-8551 でお受けしています。
2014 年 2 月 10 日発売
「サボンドブーケ」 新商品 2 品目・5 品種

