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～ 肌と心が響きあう、究極のリラクセーション ～ 

“やすらぎを、美しさの力に変える”「新AQスキンケア」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『コ

スメデコルテ』の最高級ライン「コスメデコルテ AQ」の新スキンケアを発売します。肌が美しくなるために必要

な考え方として「肌・感度」※1を提唱し、内側からふっくらと満たされたような肌にみちびくスキンケアライン（10

品目14品種/税抜5,000～20,000円）を、2017年9月16日より全国の百貨店と化粧品専門店で販売します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび発売する「コスメデコルテ AQ」の新スキンケアラインは、当社の最先端の皮膚科学研究に基づき、

肌と心の究極のリラクセーションをかなえるために開発されました。「肌みずからが美しくなる力」と「リラクシン

グ」の相関について研究を重ね、美しい肌をかなえるためには、「肌・感度」が重要であることに着目しました。

肌がリラックスした状態では、肌の反応能力が高まり「肌・感度」の高い肌となり、肌みずからが美しくなる力を

発揮します。新AQスキンケアは、肌の内側から湧き上がるような活力感のある肌へみちびきます。 

 

肌を常にリラックスした状態に保つために、肌効果・感触・香りにもこだわりました。自社オリジナル成分であ

る「ホワイトムクナエキス」※3や、1年間のうち雪どけを迎えるわずか4週間しか採取できない希少な「白樺水」※4

を配合し、肌に生命力あふれる輝きをあたえます。肌に触れると、まろやかでコクがあり、体温でとけていくよう

な心地よい感触です。香りは、夏の夜、一夜しか咲かないといわれる「月下美人」の優美な香りをアクセントに

した、フローラルウッディです。心やすらぐ香りによるリラクセーションをかなえます。 

 

メインアイテムとなる「コスメデコルテ AQ オイル インフュージョン」（写真中央）は、ホワイトムクナエキスを

高濃度※5に配合した、化粧水の後に使用するオイル状美容液です。肌との親和性・保護膜効果にすぐれ、

油膜・ベタつきを感じない、ノンオイリー感触です。乾燥でくすみがちなお肌も、つややかな肌にみちびきま

す。 

※1 肌の反応能力のこと。肌本来がもつ力で、肌がみずから美しくなろうとする力や、外部から刺激をうけたときに防御する力 

※2 次頁のマルセル・ワンダース氏プロフィール参照     ※3 ケイケットウエキス・グリセリン（保湿）    

※4 シラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス・グリセリン（保湿）     ※5 AQシリーズ内比較    

いりますか？ 
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商品デザインについて 

 

マルセル・ワンダース氏※2 がアートディレクタ

ーを務め、現代の女性を象徴的に表現した、

彫刻的でエレガントなデザイン。 

なだらかで美しい曲線の容器は身体のフォル

ムを表現し、上から見た “目”の形は現代女

性の意志を感じさせます。表面にはクリスタル

とダイヤモンドカットのイメージをあしらい、大

胆かつラグジュアリーな装いを表しています。 



1990年に、コスメデコルテの最高級ラインとして誕生した「コスメデコルテ AQ」は今年で 27年を迎えました。

発売以来、一貫して「究極のフィジカル＆メンタルリラクセーション」をコンセプトに、心と身体の両面から究極

のエイジングケア※6 を提案してきました。AQ とは「Aｂｓｏｌｕｔｅ Qｕａｌｉｔｙ」（絶対的な品質）を意味し、品質・理

論・処方、すべてが最上級グレードであることをブランドコンセプトにしています。今回「新 AQ スキンケア」を

発売することで、ハイプレステージブランドとして、お客さまへの更なるラグジュアリー価値を創造していきます。

※6 年齢に応じたうるおい・ハリを与えるスキンケア 

 

成分について AQスキンケアには厳選した成分を配合しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルセル・ワンダース氏プロフィール 

1963 年オランダ生まれ。アムステルダムを拠点に世界で活躍するプロダクト＆イン

テリアデザイナー。個人のクライアントから、Alessi、Bisazza、KLM オランダ航空、Flos、

Swarovski、Puma など、世界をリードするトップブランドのデザインを手掛ける。 

2010 年から「コスメデコルテ AQ MW」のアートディレクターを務め、2016 年には、

同ブランドのスキンケア商品が、国際的なパッケージデザインのコンペティションであ

る「ペントアワード2016 10th ANNIVERSARY 特別コンペティション」で金賞を受賞。
※72017 年オープンの「Maison DECORTÉ」※8 のデザインを手掛ける。 

※7 2016 年 9 月 26 日付リリース  http://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2016/09/20160906.pdf 

※8 2017 年 3 月 31 日付リリース  http://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2017/03/20170331.pdf 

 

『コスメデコルテ』について 

1970 年にデビューした、当社の持つ最先端技術の粋を集めた高付加価値ブランドです。カウンセリング販

売を行う百貨店・化粧品専門店を中心に、国内外の限定された店舗で展開し、専任のアドバイザーによる肌

診断と、きめ細かなスキンケアアドバイスを特長としています。『コスメデコルテ』はコーセーのグローバル重点

ブランドの 1 つとして、日本を含む、世界 11 の国と地域（中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、マレ

ーシア、イタリア、アメリカ、カナダ）で展開※9 しています。   ※9 2017 年 7 月 27 日現在  

◇コスメデコルテ ブランドサイト ： http://www.cosmedecorte.com/ 

◇「美トリビア」 ： http://cosmedecorte.brandtalk.jp/ 

ホワイトムクナエキス 

古
いにしえ

より伝わる植物から選び抜かれた恵み。 

「甦る力」を秘めた肌と、美しさを呼び覚ます「心」のメカニズムに 

着目した『肌・感度』を磨くための根幹をなす成分です。 

ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・グリセリン（保湿） 

 

 

 

白樺水 

天然ミネラル・アミノ酸等を豊富に含み、雪どけを迎えるわずか 

4 週間しか採取できない希少な白樺の樹液と、白樺の樹皮の 

効果を濃縮したエキスの複合成分です。 

白樺水（シラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・グリセリン（保湿） 

月下美人の優美な香気をアクセントにした、心やすらぐ香り 

夏の夜、ただ一度しか咲かないとも言われる“神秘の花”月下美人 

をアクセントにした、さわやかで奥行きのあるフローラルウッディの 

香りです。 

マルセル・ワンダース氏 

http://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2016/09/20160906.pdf
http://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2017/03/20170331.pdf
http://www.cosmedecorte.com/
http://cosmedecorte.brandtalk.jp/


2017年 9月 16日発売   

『AQ スキンケア』 新商品（10品目 14 品種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
商品名 特長 容量 

価格 

（税抜） 

 

① 

 

コスメデコルテ ＡＱ   

クレンジング クリーム 

 

 

とろけるようになめらかなタッチで心地よくなじむクレン

ジングクリームです。 

メイクアップ料や酸化皮脂を素早く落とし、しっとりやわ

らかなお肌にととのえます。 

※パラベンフリー 

 

116ｇ 6,000 円 

② 

 

コスメデコルテ ＡＱ  

ウォッシング クリーム 

＜洗顔料＞ 

 

クリームのようなキメ細かい泡が、毛穴の奥の皮脂よご

れまでしっかりと落とす洗顔クリームです。 

皮脂バランスをととのえ、乾燥しがちなお肌も透明感の

ある、しっとりしなやかなお肌に洗い上げます。 

 

※パラベンフリー 

※アレルギーテスト済み（すべてのかたにアレルギーが起

きないというわけではありません。） 

129ｇ 5,000 円 

①       ②       ③      ④        ⑤     

⑥       ⑦      ⑧      ⑨      ⑩      



 

 
商品名 特長 容量 

価格 

（税抜） 

③ 

 

コスメデコルテ ＡＱ   

エマルジョン／ 

エマルジョン ER 

（エクストラリッチ) 

＜乳液＞ 

 

硬くなりがちなお肌にも瞬時になじみ、しなやかなハリ

のあるお肌にみちびく乳液です。 

コクのあるまろやかな感触で、キメひとつひとつをふっく

らと弾ませ、つややかで柔軟性の高いお肌にととのえ

ます。 

※ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・白樺水（シ

ラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・アルギン酸 Na・

プロテオグリカン・エゾウコギ根エキス・グリセリン（保湿）

配合。 

※パラベンフリー 

※アレルギーテスト済み（すべてのかたにアレルギーが起

きないというわけではありません。） 

200ｍL 10,000 円 

（付けかえ用） 

コスメデコルテ ＡＱ   

エマルジョン／ 

エマルジョン ER 

（エクストラリッチ) 

＜乳液＞ 

 

200ｍL 9,700 円 

④ 

 

コスメデコルテ ＡＱ   

ローション／ 

ローション ER 

(エクストラリッチ) 

＜化粧水＞ 

 

 

弾力感あふれるみずみずしいお肌にみちびく、白樺水

を高濃度※10 に配合した化粧水です。 

上質なうるおいが瞬く間に角層のすみずみまで巡り、

透明感の高いお肌にみちびきます。 

※ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・白樺水（シ

ラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・アルギン酸 Na・

プロテオグリカン・グリセリン（保湿）配合。 

※10 シリーズ内比 

※パラベンフリー 

※アレルギーテスト済み（すべてのかたにアレルギーが起

きないというわけではありません。） 

 

200ｍL 10,000 円 

⑤ 

コスメデコルテ ＡＱ   

クリーム 

＜クリーム＞ 

コクのあるなめらかな感触で、角層細胞のひとつひとつ

にとけこむように浸透するナイトクリームです。 

お肌の密度が高まったような、手応えのあるハリをあた

えます。 

※ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・白樺水（シ

ラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・アルギン酸 Na・

プロテオグリカン・アデノシン・グリセリン（保湿）配合。 

※パラベンフリー 

※アレルギーテスト済み（すべてのかたにアレルギーが起

きないというわけではありません。） 

 

25ｇ 20,000 円 

⑥ 

コスメデコルテ ＡＱ   

オイル インフュージョン 

＜オイル状美容液＞ 

 

ホワイトムクナエキスを高濃度※11 に配合。女性のお肌

の美しさに関わるリズムに着目。お肌のコンディションを

ととのえる美容液です。 

乾燥でくすみがちなお肌も、活力感あふれるつややか

なお肌にみちびきます。 

※ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・白樺水（シ

ラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・アルギン酸 Na・

プロテオグリカン・黒大豆エキス・グリセリン（保湿）配

合。※11 シリーズ内比 

※パラベンフリー 

※アレルギーテスト済み（すべてのかたにアレルギーが起

きないというわけではありません。） 

 

40mL 10,000 円 



 商品名 特長 容量 
価格 

（税抜） 

⑦ 

 

コスメデコルテ ＡＱ   

ボタニカル ピュアオイル 

＜化粧用油＞ 

オーガニックオリーブ抽出オイルをはじめとした、100％

植物由来の上質なオイルを厳選。乾燥・肌あれを防

ぎ、湧き上がるようなハリのある、つややかなお肌にみ

ちびくオイルです。 

※オーガニックオリーブ抽出オイル・オーガニックホホ

バ抽出オイル・オーガニックサフラワー抽出オイル・植

物性スクワラン（エモリエント）配合。 

※パラベンフリー 

 

40mL 15,000 円 

⑧ 

コスメデコルテ ＡＱ   

マッサージクリーム 

＜マッサージ料＞ 

ゆるみがちなお肌を立て直すような、豊かなハリと弾力

をあたえるマッサージクリームです。マッサージすること

でお肌をときほぐし血行促進をサポート。すっきりひきし

まった印象のお肌にみちびきます。 

※ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・白樺水（シ

ラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・グリセリン（保

湿）、トコトリエノール・植物性スクワラン（エモリエント）

配合。 

※パラベンフリー 

 

92ｇ 10,000 円 

⑨ 

コスメデコルテ ＡＱ   

モイスチュア リフトマスク 

＜ピールオフマスク＞ 

お肌がひきしまっていくような心地よい緊張感でつつみ

こみ、活きいきとしたハリとつやをもたらす、はがすタイ

プのマスクです。 

古い角質や毛穴のよごれまでとりのぞき、明るい印象の

お肌にみちびきます。 

※ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・白樺水（シ

ラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・グリセリン（保

湿）配合。 

※パラベンフリー 

 

82ｇ 12,000 円 

⑩ 

コスメデコルテ ＡＱ   

トーニング ローション ａ 

＜収れん化粧水＞ 

毛穴や過剰な皮脂の気になるお肌も、キメ細かくなめら

かにととのえる収れん化粧水です。 

みずみずしく爽やかな使用感で心地よくお肌をひきし

め、化粧くずれを防ぎます。 

※ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・DPG（保

湿）配合。 

※パラベンフリー 

※アレルギーテスト済み（すべてのかたにアレルギーが起

きないというわけではありません。） 

 

200ｍL 9,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お客さまからのお問い合わせは、   0120-763-325 でお受けしています。 


