
             

 

既成概念にとらわれない、自由な発想のデジタルファーストブランド 

新「Ａｗａｋｅ
ｱ ｳ ｪ ｲ ｸ

」誕生 

 

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、ハイプレステージブランド『ア

ウェイク』を刷新します。新『Ａｗａｋｅ
ｱ ｳ ｪ ｲ ｸ

』は、ボタニカルパワーを凝縮、美しさを目覚めさせ、活力あふれる肌にみ

ちびくスキンケアを中心とした商品ラインナップ（24品目30品種、税抜2,500円～6,500円）で、2018年2月16日

より公式オンラインショップおよび百貨店を中心に販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“コーセー”の名を冠しないブランドとして、1995年に誕生した『アウェイク』が生まれ変わります。新『Ａｗａｋｅ
ｱ ｳ ｪ ｲ ｸ

』

のブランディングにあたっては、グループ会社の米国タルト社（Ｔａｒｔｅ,inc）と、マーケティング・商品企画・デザ

インに至る初の協働を行いました。ライフスタイルの変化や消費者行動の多様化に対応するため、デジタル

マーケティングを主軸とした展開をしていきます。年齢にとらわれず､人生をポジティブに楽しみ、美しくなるこ

とに対して自然体で向き合う、ナチュラル志向のお客さまに向け、新しい『Ａｗａｋｅ
ｱ ｳ ｪ ｲ ｸ

』のブランド価値を発信して

いきます。                 

 

『Ａｗａｋｅ
ｱ ｳ ｪ ｲ ｸ

』のスキンケアは、植物のパワーを濃縮したオイルを肌にバランスよく与え、まるで熟睡した後のよ

うな肌に導きます。『Ａｗａｋｅ
ｱ ｳ ｪ ｲ ｸ

』が提唱する４つの“Ｐ”※1（Purity〔純度〕・Potency〔有用性〕・Protection〔保護〕・

Permeability〔浸透性〕）により、植物の力を最大限に活かしながら、肌本来がもつ美しさを引き出します。オリ

ジナル成分「Liquid
リ キ ッ ド

 Life
ラ イ フ

 Vitalizing
バイタライジング

 Complex
コ ンプ レッ ク ス

TM」※2を開発し、植物の胚芽・種子・つぼみ・葉・花から得られた

オイルやエキスを配合しています。油水分のバランスを整えサラサラ肌に整える「ハイドロ バランシング スキ

ンケア」、肌に潤いとハリをもたらす「ハイドロ バイタライジング スキンケア」、頭皮環境を整え、自然なツヤの

ある髪に導く「ヘアケア」を発売します。自社で初めて天然香料※3 のみを使用したオリジナルアロマブレンドで、

リフレッシュしながらリラックスした至福の時間へみちびきます。 

 

4種類の“ショット”は、厳選したボタニカルパワーを 1本に凝縮したオイル状美容液です。肌状態・ライフス

タイル・その日の気分にあわせて、美容液やブースターとして使用できます。単品使用での時短ケアのほか、

2種類以上を組み合わせて自由にカスタマイズすることもできます。 
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※1 

『Awake』が提唱する４つの“P” 植物の力を最大限に活かしながら、肌本来がもつ美しさを引き出します。 

１. Purity〔純度〕 

  自然由来の原料を使用し、以下の化学物質を使用しません。 

  パラベン・鉱物油・フタル酸・トリクロサン・ラウレス硫酸・グルテン・BHT・合成香料・動物由来原料 

 

「動物実験は決して行いません」 

 

2. Potency〔有用性〕 

  植物のパワーを最大限に活用します。 

 

3. Protection〔保護〕 

  日々の環境ストレス（乾燥）から肌を守るため、自然由来の原料をブレンドしたオリジナル成分を 

  全品に配合します。 

 

4. Permeability〔浸透性〕 

  植物の力をしっかり届けて効かせる、ボタニカル由来浸透促進成分を配合しています。 

 

※2 配合成分について単品紹介を参照 

※3 天然香料について下記参照 

 

香りについて ラインにより、それぞれに異なる天然香料を調香しています。 

【ハイドロ バランシング スキンケア】 

（香りのタイプ）リフレッシュ感のある、ミンティシトラスハーバルのさわやかな香り 

オレンジ・グレープフルーツ・ペパーミント・ティートゥリー・カモミール・サイプレス 

 

【ハイドロ バイタライジング スキンケア】 

（香りのタイプ）幸福感のある、シトラスハーバルの穏やかな香り, 

 ネロリ・オレンジ・プチグレン・ラバンジン・ユーカリプタス・サイプレス 

 

【ヘアケア】 

（香りのタイプ）リラックス感のある、フローラルスパイシーウッディのやさしい香り 

 ゼラニウム・イランイラン・セダーウッド・ローズ・シナモンリーフ・サイプレス 

 

◇Ａｗａｋｅブランドサイト ： http://www.awake.co.jp/ （2018 年 2 月 16 日サイトリニューアル） 

 
 

 

 

 

 

 

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室     0120-586-682 でお受けしています。 

http://www.awake.co.jp/


2018年 2月 16日発売   

アウェイク新商品 24 品目 30 品種 

 

 

 

デザインについて・・・スキンケアの容器には、アイテム毎に肌効果をイメージしたモチーフをデザインし、 

日本の「包む文化」や折り紙にインスパイアされたモダンなデザインを施しています。 

商品名 特長 容量 希望小売価格（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

バランスショット コンセントレイトオイル 

ボタニカルの恵みをオイル・美容液・パウダーにギュッ

と濃縮した 3層の美容液オイル。シェイクするたび生ま

れるフレッシュな使用感でオイルなのにみずみずしくう

るおい、サラサラな肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･ラベンダーオイル･メドウフォームオイ

ル･ノバラエキス･セージオイル･オーガニック認証ホホ

バ抽出オイル（保湿） 

20ｍＬ 

50ｍＬ 

3,000 円 

5,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ハイドラショット コンセントレイトオイル 

ボタニカルの恵みをつめ込んだ 2層の美容オイル。み

ずみずしいうるおいで、ゆるんだ毛穴もふっくら、なめ

らかな肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） 

20ｍＬ 

50ｍＬ 

3,000 円 

5,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ラディアンスショット コンセントレイトオイル 

ボタニカルオイルの豊潤なうるおい。さらりとのびて、

すっと浸透※4。浄化されたような、透明感と輝きをもた

らす美容オイル。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（エモリエント） 

※4 角層まで 

20ｍＬ 

50ｍＬ 

3,600 円 

6,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ファーマショット コンセントレイトオイル 

ボタニカルオイルの濃密なうるおい。リッチな感触で、

肌を持ち上げるようなハリ感をもたらす美容オイル。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（エモリエント） 

 

20ｍＬ 

50ｍＬ 

3,600 円 

6,000 円 



商品名 特長 容量 希望小売価格（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ハロークリーン ダブルクレンジングジェリー 

心までゆるめるようなホットな感触でメイクを取り去る温

感クレンジングジェル。ボタニカルパウダー※5が毛穴

の奥のよごれまで吸着。洗い流した後は、明るさと透

明感に満ちた肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･ラベンダーオイル･メドウフォームオイ

ル･ノバラエキス･セージオイル･オーガニック認証ホホ

バ抽出オイル（保湿）  ※5 セルロース（皮脂吸着） 

150ｇ 3,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

テイクイットオール クレンジングオイル 

ボタニカルオイルのリッチなとろみで、心までときほぐ

すようなクレンジングオイル。落ちにくいメイクや毛穴の

奥のよごれまで洗い流し、すっきりと、しなやかな肌

へ。ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（エモリエント） 

150ｍＬ 

 

3,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ザ ミルキーデイ クレンジングミルク 

ボタニカル由来洗浄成分※6配合のクレンジングミル

ク。心までとろけるようなミルキータッチで洗い上げ、す

べすべ、しなやかな肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） ※6オレイン酸・パルミチン酸・ステアリン酸 

150ｍＬ 

 

3,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

アライズ＆シャイン フェイシャルバー 

ボタニカルオイルと植物性ＡＨＡ※7で肌をていねいに

磨く洗顔石けん。キメ細かい泡で洗い上げ、つるんと

なめらかな肌へ。ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） ※7 クエン酸（角質柔軟） 

100ｇ 2,500 円 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ビヨンドバランス リキッドハイドレイター 

ボタニカルオイルとボタニカルパウダー※8で、うるおい

とサラサラ感の最適バランスを叶えるローション。角層

深くまでうるおいで満たし、いつまでも触れていたい、

さらりとした肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･ラベンダーオイル･メドウフォームオイ

ル･ノバラエキス･セージオイル･オーガニック認証ホホ

バ抽出オイル（保湿） ※8 セルロース（皮脂吸着） 

200ｍＬ 4,000 円 



商品名 特長 容量 希望小売価格（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

スキンリフレッシュ リキッドハイドレイター 

ボタニカルオイルの深いうるおいが溶け込んだ、心地

よい清涼感のローション。みずみずしいうるおいが角

層奥まで満たすように浸透しリフレッシュ。ひきしまった

印象の肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿）  

200ｍＬ 5,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

デイリーグロウ リキッドハイドレイター 

ボタニカルオイルの深いうるおいが溶けこんだローショ

ン。肌をやわらかくほぐし、角層奥まで浸透。ぐっとハリ

を感じる、つやめく肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿）  

200ｍＬ 5,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ビヨンドバランス  

オイルコントロール モイスチュアライザー 

ボタニカルオイルとボタニカルパウダー※9配合のモイ

スチュアライザー。みずみずしいうるおいで包み込み、

いつまでもつづくサラサラな肌へ。 

ナチュラル由来成分 80%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･ラベンダーオイル･メドウフォームオイ

ル･ノバラエキス･セージオイル･オーガニック認証ホホ

バ抽出オイル（保湿）  ※9 セルロース（皮脂吸着） 

40ｇ 4,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

モーメントオブユース  

アクティブ モイスチュアライザー 

ボタニカルオイルのうるおいを凝縮し、瞬時にハリをも

たらすクリーム。軽い感触なのに濃厚なうるおいで、ふ

っくらすべすべの弾む肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） 

40ｇ 6,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

リテクスチュアライジング セラム 

ボタニカルクリアパウダー※10が日々蓄積されていく、く

すみ※11や毛穴の奥の皮脂も取り去る、ふき取り専用

美容液。本来の透明感を引き出し、なめらかな肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･ラベンダーオイル･メドウフォームオイ

ル･ノバラエキス･セージオイル・BG（保湿）  

※10 麻セルロース（皮脂吸着） ※11 古い角質による 

120mL 5,000 円 

 



商品名 特長 容量 希望小売価格（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ギブクラリティ クレイマスク 

ボタニカルスクラブ※12・炭・クレイ※13の３つの効果で、

毛穴の奥の酸化皮脂を吸着し、古い角質まですっきり

取りのぞく黒いマスク。くすみが一掃されたような、透

明感の高いつるんとした肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･ラベンダーオイル･メドウフォームオイ

ル･ノバラエキス･セージオイル・グリセリン（保湿）  

※12 モモ核  ※13 カオリン 

100ｇ 3,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ジェラクティック ドリーム  

ハイドレイティングマスク 

ボタニカルオイルのうるおいをギュッと固めた驚くほど

の濃縮感。肌をほぐし、ハリ・ツヤ・弾力すべてを叶え

る集中ケアジェルマスク。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） 

110ｇ 6,500 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ザ フューチャーイズブライト アイクリーム 

ボタニカルオイルの充実したうるおいが、瞬時に輝きを

もたらすアイクリーム。ハリのある明るい印象の目もと

へ。ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） 

20ｇ 6,500 円 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

フェイスザフューチャー  

コンセントレイティッド オイルシートマスク 

ボタニカルオイルをたっぷり含んだマスクが肌の凹凸

にも吸いつくように密着。すみずみまで余すことなくう

るおいを注入するシートマスク。ふっくら蒸されたよう

な、やわらか肌へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） 

6枚入り 6,000 円 

 

 

 

 

 

アウェイク 

スプラウトパウト リップオイル 

ボタニカルオイル配合のリップオイル。トリートメントしな

がら、ぷっくり、つややかな唇へ。 

ティントとしても使えるリップオイル。 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･トウモロコシ胚芽オイル･オーガニック

認証オリーブ抽出オイル･オーガニック認証ホホバ抽

出オイル（保湿） 

6ｍＬ 

001 

002 

003 

各 2,500 円 



商品名 特長 容量 希望小売価格（税抜） 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ヘルシーヘアデイ スカルプ＆ヘアオイル 

ボタニカルオイルのうるおいを贅沢に配合し、毎日、

髪・頭皮をすこやかにたもつシリコーンフリーのヘア

オイル。自然なツヤがあふれる髪へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･バオバブオイル・アルガンオイル･オ

ーガニック認証オリーブ抽出オイル（エモリエント） 

60ｍＬ 4,000 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ヘルシーヘアデイ シリコーンフリー  

ヘアシャンプー ドライ＆ダメージヘア用 

植物由来のアミノ酸系洗浄成分※14配合の濃密泡

で、毎日、髪・頭皮をすこやかにたもつシリコーンフリ

ーのシャンプー。ボタニカルオイルのうるおいで包み

込み、なめらかで、しなやかな髪へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･バオバブオイル・アルガンオイル･グ

リセリン（保湿） ※14 ココイルグルタミン酸 TEA 

300ｍＬ 2,800 円 

 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ヘルシーヘアデイ シリコーンフリー  

ヘアコンディショナー ドライ＆ダメージヘア用 

ダメージが気になる髪も、毎日、ボタニカルオイルの

うるおいで包み込むシリコーンフリーのヘアコンディ

ショナー。自然のツヤに満ちた、しっとりしなやかな

髪へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･バオバブオイル・アルガンオイル･オ

ーガニック認証オリーブ抽出オイル（エモリエント） 

300ｍＬ 2,800 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ヘルシーヘアデイ シリコーンフリー  

ヘアシャンプー ハリコシアップヘア用 

植物由来のアミノ酸系洗浄成分※15配合の濃密泡

で、毎日、髪・頭皮をすこやかにたもつシリコーンフリ

ーのシャンプー。ボタニカルオイルのうるおいで包み

込み、ハリ・コシのある、ふんわりとしたボリューム感

あふれる髪へ。ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･バオバブオイル・アルガンオイル･グ

リセリン（保湿） ※15 ココイルグルタミン酸 TEA 

300ｍＬ 2,800 円 

 

 

 

 

 

 

アウェイク 

ヘルシーヘアデイ シリコーンフリー  

ヘアコンディショナー ハリコシアップヘア用 

ハリ・コシのなさが気になる髪も、毎日、ボタニカルオ

イルのうるおいで包み込むシリコーンフリーのヘアコ

ンディショナー。ふんわりとしたボリューム感あふれる

髪へ。 

ナチュラル由来成分 90%以上配合 

【Liquid Life Vitalizing ComplexTM】 

コメ胚芽オイル･バオバブオイル・アルガンオイル･オ

ーガニック認証オリーブ抽出オイル（エモリエント） 

300ｍＬ 2,800 円 

 

 


