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レール デュ サボンとスノーホワイトプリンセスから
医師との共同開発による
スキンケア発想の UV ケアが登場！
株式会社フィッツコーポレーション（東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、上質なせっけんの香りで大人気のライフスタ
イルブランド「レール デュ サボン」から、スキンケア発想の「UV カットジェル」と「UV カットスプレー」を 2018 年 3 月 17 日より発売
いたします。
同社が展開していた UV ケアブランド「ピュアシャワー」が「レール デュ サボン」として生まれ変わり、使い心地はもちろん、お肌へのや
さしさや効果にもこだわるブランドとして、ライフスタイルに寄り沿って、幸福感をせっけんの香りに込めてお届けします。また、
「スノーホワイトプリンセス」より国内最高 SPF 値*¹で美白*²しながら UV ケアができる「ホワイトニング UV スプレー」を同日より発
*¹SPF50+PA++++ *²有効成分がメラニンの生成を抑える

売いたします。

商品特長
美容皮膚科の医師と共同開発！
この度新登場するレール デュ サボンとスノーホワイトプリンセスのUVケア商品は
UVアイテムに関する講演も行っている、クリニック ル・ギンザ 西池英里子院長との共同開発により
AMP B＆H（AMP Beauty & Healthcare）マークを取得いたしました。
AMP B＆H マークとは美容やヘルスケア関連領域に特化した医師による
オピニオン、アドバイス、医師を対象にしたアンケートや意識調査を基に監修を行った
商品への株式会社メディシスの認証マークです。
≪お問い合わせ≫
株式会社 フィッツコーポレーション マーケティング部 PR チーム
〒107-0061 東京都港区北青山３-６-１ オーク表参道ビル ７・８F
TEL：03-6892-1331
FAX：03-6892-1355
http://www.fits-japan.com

≪お客様お問い合わせ先≫
株式会社 フィッツコーポレーション
メディア掲載用 TEL：03-6892-1332
*メディア掲載はコチラの番号でお願いします。
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商品詳細
■レール デュ サボン UV カットジェル（センシュアルタッチ）50g/250g
伸びが良く水のような軽い付け心地で、1 歳以上のお子様に
も使えるテクスチャ。白浮きしにくい処方となります。
シーズンを乗り切れる大容量タイプと携帯性抜群のミニサイズ
の 2 タイプ。
POINT
1. 夏でも塗りやすいサラサラ処方。
2. 5 つのフリー成分！敏感肌＆1 歳以上のお子様にも。
（シリコン/パラベン/アルコール/着色料/鉱物油 フリー）
3. 親子パッチテスト実施！
医師

SPF30

共同開発

PA+++

無添加

1 歳から

4. お子様にも使える*せっけんの香り

ＯＫ

■レール デュ サボン UV カットスプレー（センシュアルタッチ）50g
海やプールでも大活躍なウォータープルーフタイプ。
外出先でも簡単に塗り直しが可能。
三相乳化処方だから、ウォータープルーフなのに専用クレンジング
不要で落とせる！８つのフリー成分や、なめらか天然オイル配合で
お子様や敏感肌にも。
POINT
1. 外出先でも塗り直し OK のスプレー。
2. 8 つのフリー成分！敏感肌の方にも。
(シリコン/パラベン/アルコール/着色料/鉱物油/防腐剤
医師

SPF50+

共同開発

PA++++
国内最高値！※2017.11 時点

無添加

紫外線吸収剤/界面活性剤 フリー)

汗・水に
強い

3. 汗・水に強いのにラクラク落とせる！
4. お子様にも使える*せっけんの香り
*すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

＜人気香水の香りをそのまま採用！＞
レール デュ サボン オードトワレ（センシュアルタッチ）の香り
TOP：ペアー、アルデハイド、オゾン
MIDDLE：ローズ、フレンチミュゲ
LAST：マリン、ムスク
≪お問い合わせ≫
株式会社 フィッツコーポレーション マーケティング部 PR チーム
〒107-0061 東京都港区北青山３-６-１ オーク表参道ビル ７・８F
TEL：03-6892-1331
FAX：03-6892-1355
http://www.fits-japan.com

≪お客様お問い合わせ先≫
株式会社 フィッツコーポレーション
メディア掲載用 TEL：03-6892-1332
*メディア掲載はコチラの番号でお願いします。
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■スノーホワイトプリンセス ホワイトニング UV スプレー
国内最高 SPF 値*¹で美白*²しながら UV ケア！
手軽に塗り直しが出来るスプレータイプ。
白浮きしないさらさらパウダー入り。
UV ケアしながらも日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、
透明感のある美しく白い肌へ。
POINT
1. 簡単スプレーで薬用美白*²ケア。
医師

パウダー

共同開発

入り

医薬
部外品

SPF50+

日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、透明感のある美しく

PA++++

白い肌へ。
2. ウォータープルーフタイプ。

国内最高値！※2017.11 時点

水・汗・皮脂に強く、効果長持ち。

アップル＆プリンセスローズの香り

3. べたつかず、白浮きしないさらさらパウダーイン。

TOP：アップル、オレンジフラワー
MIDDLE：プリンセスローズ、ジャスミン、シクラメン

4. 医薬部外品。

LAST：ムスク、アンバー

5. 夏にも嬉しい、みずみずしいアップル&ローズの香り。
*¹SPF50+PA++++ *²有効成分がメラニンの生成を抑える

商品概要
■商品名/容量/価格：レール デュ サボン UV カットジェル（センシュアルタッチ）/ 50g/850 円（税抜）
レール デュ サボン UV カットジェル（センシュアルタッチ）/250g/1,700 円（税抜）
レール デュ サボン UV カットスプレー（センシュアルタッチ）/50g/950 円（税抜）
スノーホワイトプリンセス ホワイトニング UV スプレー/80g/1,400 円（税抜）
■発売日：2018 年 3 月 17 日（土）
■【メーカー公式サイト】フィッツオンラインストア

レール デュ サボン UV：https://effe.fits-japan.com/product/list/112
スノーホワイトプリンセス UV：https://effe.fits-japan.com/product/list/23

その他UVアイテムも発売予定
■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト
■商品名/容量/価格：ギリシャヨーグルト サンスクリーン フェイスクリーム SPF30 / 50mL / 3,200 円（税抜）
ギリシャヨーグルト サンスクリーン フェイスクリーム SPF50 / 50mL / 3,500 円（税抜）
ギリシャヨーグルト サンスクリーン フェイス＆ボディスプレー SPF30 / 150mL / 3,300 円（税抜）
ギリシャヨーグルト サンスクリーン フェイス＆ボディスプレー SPF50 / 150mL / 3,500 円（税抜）
シアバター サンスクリーン フェイス＆ボディスプレー フォーチルドレン SPF50 / 150mL /3,800 円（税抜）
ギリシャヨーグルト クーリングアフターサン フェイス＆ボディ 150mL / 3,000 円（税抜）
■発売日：2018 年 4 月 25 日（水）

≪お問い合わせ≫
株式会社 フィッツコーポレーション マーケティング部 PR チーム
〒107-0061 東京都港区北青山３-６-１ オーク表参道ビル ７・８F
TEL：03-6892-1331
FAX：03-6892-1355
http://www.fits-japan.com

≪お客様お問い合わせ先≫
株式会社 フィッツコーポレーション
メディア掲載用 TEL：03-6892-1332
*メディア掲載はコチラの番号でお願いします。

