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～10 年後の今日も、美しい手肌で。～

『コエンリッチ』から
数量限定ディズニーデザインを 8 月 2 日より発売
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、美しい手肌をかな
えるハンドケアブランドの『コエンリッチ』から、ディズニーデザインの限定商品（7 品目 7 品種、ノープリントプラ
イス）を 2021 年 8 月 2 日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で発売します。
◇コエンリッチ公式サイト https://www.kosecosmeport.co.jp/coenrich

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

■発売の意図
ディズニーの限定デザインパッケージは、今回で５回目となります。毎年、多くのお客さまからご好評をいた
だき、今年も主力商品を中心に、使用感やご使用シーンで選べる 7 品種 7 品目を発売します。近年、衛生面
の習慣が見直され、手洗いや手指消毒を繰り返し行うことで、「手肌が乾燥する」「かさつく」などの肌悩みが
あり、ハンドクリームを塗布する頻度も高まっています。今回、多くのかたから愛されるキャラクターが描かれた
『コエンリッチ』ディズニーデザインを発売することで、ハンドケアタイムが一層楽しく、日々の暮らしの中の幸
せな瞬間となることを願い発売します。

■商品紹介
発売以来、累計出荷数量 2,000 万個※１を超えブランドを代表する商品①「薬用ホワイトニング ハンドクリー
ム ディープモイスチュア」には、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の仲睦まじい姿のデザインを採用。濃厚リ
ッチな感触で乾燥が気になる手肌にうるおいを与えます。②「薬用ホワイトニング ハンドクリーム」には、商品
から飛び出してきそうな元気いっぱいの「ドナルドダック」を施しました。しっとりとした感触で、なめらかな手肌
へ導きます。みずみずしさが心地よい③「薬用ホワイトニング モイストジェル」には、『ふしぎの国のアリス』か
ら主人公「アリス」の華憐な姿を採用。パッケージのピンクの世界観をより愛らしく表現しました。みずみずしい
ジェルクリームが、乾燥が気になる手肌にも素早く浸透※2 し、さらっとした手肌へ導きます。④「薬用ハンドクリ
ーム ディープモイスチュア もぎたてピーチの香り」にはリボンやジュエリーに包まれる愛らしい「ミニーマウス」
を採用。クリームの濃厚な感触と豊潤なピーチの香りで、乾燥が気になる手肌に、うるおいを与えます。
※1 2007 年 8 月～2021 年７月/自社累計出荷数量より算出。※2 角層まで。

⑤「ナイトリニュー ハンドクリーム」には『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック」と「サリー」の不気味
で可愛いイラストを描きました。美容液（プロビタミン B5※3）カプセルを配合したハンドパック効果で、寝ている
間に手肌を集中ケアし翌朝もっちりとした手肌へ導きます。フルーティフローラルがほんのり香る超濃厚リッチ
な感触です。⑥「薬用エクストラガード ハンドクリーム」には、「くまのプーさん」と「ピグレット」が仲良く遊んで
いる楽しいイラストを施しました。手肌を水・乾燥からをまもり、あかぎれ・ヒビを防ぐ肌あれ防止効果のある薬
用ハンドクリームです。ハンドヴェール効果 ※4 でうるおいを閉じ込め、外的刺激から徹底ガードします。⑦「ト
ーンアップ ハンドクリーム」には、きれいな白い毛並みとピンクのリボンが印象的な『おしゃれキャット』の「マリ
ー」を描きました。ブライトニングパウダー※5 を配合で気になる手肌の小じわや色ムラ、キメ乱れをふわっとカ
バー、ひと塗りで指先まで明るく透明感のある手肌に導きます。
※3 パンテノール（保湿） ※4 パラフィン（肌保護）配合 ※5 酸化チタン（トーンアップ効果）

今回発売する商品には、手肌の年齢対策ができるハンドクリームとして、コエンザイム Q10※6、ハリツヤ持続
成分※7 を配合※8 しています。また、爪・ささくれケア成分として 3 種のキューティクルオイル※9 を配合※8。指先
までケアし、手肌を若々しい印象にみちびきます。乾燥小じわを目立たせない、効能評価試験済み※10 です。
※6 ユビデカレノン・濃グリセリン（保湿）、薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチュア もぎたてピーチの香りはユビデカレノン・ワ
セリン（保湿）、 ナイトリニュー ハンドクリーム・トーンアップ ハンドクリームはユビキノン・グリセリン（保湿） ※7 リンゴ酸ジイソステアリル ※8
薬用ホワイトニング ハンドクリーム・薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチュア・薬用ホワイトニング ハンドクリーム モイストジェ
ル・薬用ホワイトニング ハンドクリーム（もぎたてピーチの香り）・ナイトリニュー ハンドクリーム・薬用エクストラガード ハンドクリームに配合。
※9 ホホバ油・アルモンド油・スクワラン（保湿） ※10 薬用ホワイトニング ハンドクリーム・薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチ
ュア・薬用ホワイトニング ハンドクリーム（もぎたてピーチの香り）・ナイトリニュー ハンドクリーム・薬用エクストラガード ハンドクリームのみ。

■コエンリッチについて
2005 年に誕生した『コエンリッチ』は「美しい手肌で、生きていく」をコンセプトに、「コエンザイム Q10」の美
容効果に着目し、いつまでも美しい手肌を叶えるロングセラーのハンドケアブランドです。これまでに特長ある
ハンドケア商品を数多く展開、お客さまの幅広いニーズに応えています。今回『コエンリッチ』からディズニー
限定デザインを発売することで、ハンドケアブランドとしての価値向上、ならびに新規顧客との接点拡大を目
指します。
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。

2021 年 8 月 2 日 数量限定発売
『コエンリッチ』 限定品 (7 品目 7 品種)
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商品名
①

⑥

⑦

特長

容量

コエンリッチ 薬用ホワイトニング

濃厚リッチな感触のマイクロカプセル型高純度コエン

80g

ハンドクリーム ディープモイスチュア

ザイム Q10※6・ハリツヤ持続成分※7 配合のハンドクリ

【医薬部外品】

ーム。無香料。

販売名：CO エンリッチ 薬用ホワイトニング

美白有効成分：ナイアシンアミド配合※11

ハンドクリーム ディープモイスチュア C
②

コエンリッチ 薬用ホワイトニング

しっとりなめらかな感触のマイクロカプセル型高純度コ

ハンドクリーム

エンザイム Q10※6・ハリツヤ持続成分※7 配合のハンド

【医薬部外品】

クリーム。無香料。

販売名：CO エンリッチ 薬用ホワイトニング

美白有効成分：ナイアシンアミド配合※11

80g

ハンドクリーム C
③

コエンリッチ 薬用ホワイトニング

みずみずしい感触のマイクロカプセル型高純度コエン

ハンドクリーム モイストジェル

ザイム Q10※6・ハリツヤ持続成分※7 配合のハンドクリ

【医薬部外品】

ーム。ホワイトフローラルの香り。

販売名：CO エンリッチ 薬用ホワイトニング

美白有効成分：ナイアシンアミド配合※11

80g

ハンドクリーム モイストジェル C
④

コエンリッチ 薬用ホワイトニング

みずみずしく豊潤なピーチの香り。濃厚リッチな感触

ハンドクリーム （もぎたてピーチ）

のマイクロカプセル型高純度コエンザイム Q10

【医薬部外品】

ツヤ持続成分※7 配合のハンドクリーム。

販売名：CO エンリッチ 薬用ホワイトニング

美白有効成分：ナイアシンアミド配合※11

80g

※6

・ハリ

ハンドクリーム ディープモイスチュア Pa
⑤

コエンリッチ

超濃厚な感触のマイクロカプセル型高純度コエンザイ

ナイトリニュー

ム Q10※6・ハリツヤ持続成分※7 配合のハンドクリーム。

ハンドクリーム

寝ている間のハンドパック効果で指先まで若々しい印

80g

象に。フルーティフローラルの香り
⑥

コエンリッチ 薬用エクストラガード

ハンドヴェール効果で、水・乾燥などの外部刺激から

ハンドクリーム

手肌をまもるマイクロカプセル型高純度コエンザイム

【医薬部外品】

Q10※6・ハリツヤ持続成分※7 配合のハンドクリーム。

販売名：CO エンリッチ 薬用エクストラガード

消炎有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム・ビタミン E

ハンドクリーム C

誘導体配合※12。無香料。

80g

⑦

コエンリッチ

気になる手肌の小じわ・色ムラ・キメ乱れをふわっとカ

トーンアップ

バーし、ひと塗りで指先まで明るく透明感のある手肌

ハンドクリーム

に。高純度コエンザイム Q10 配合のハンドクリーム。

80g

無香料。
トーンアップ効果：ブライトニングパウダー配合※5
※11 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。※12 酢酸 DL-a トコフェノール

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。
コーセーコスメポート株式会社 宣伝部 メールアドレス ad@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。

