
新
製
品
紹
介

The Micromeritics  No.64 (2021) 71-72 
DOI: 10.24611/micromeritics.2021016

71

イクスクイルーティンTM 化粧水 RAⅢ
イクスクイルーティンTM 化粧水マスク RAⅡ

ExquiRoutineTM RedAdvantageTM series 
“Lotion 3 Stabilize skin condition” and “Lotion Mask 2 Jelly”

ABSTRACT

Our company’s latest cosmetic series “ExquiRoutine” is now available. This is the third brand after our 
“NanoImpact (haircare)” and “NanoCrysphere (skincare)” series. As in the previous brands, it has a series 
of skincare products containing “PLGA nanocapsule” based on our nano- technology, which are expected to 
 provide high usability and effectiveness.

Since the aim of the series is to expand the market in Asia, especially in China, we have been developing 
products in cooperation with our China sales partner, Shanghai Medusa Sumeragi Commerce & Trade Co., 
Ltd. We developed the formula with help of many volunteers from different areas in China, where the tem-
perature and humidity vary greatly, to create the products which can help many women with skin problems. As 
the first items in this series, we introduce two products, “ExquiRoutineTM Lotion RAIII” and “ExquiRoutineTM 
Lotion Mask RAII”. These two products belong to the mainline, “RedAdvantage”, and are for women in their 
20s and 30s who start noticing signs of aging.

図 1　左）イクスクイルーティンTM 化粧水 RAⅢ
右）イクスクイルーティンTM 化粧水マスク RAⅡ

Fig. 1　 E x q u i R o u t i n eT M L o t i o n  R AⅢ （ l e f t） a n d 
ExquiRoutineTM Lotion Mask RAⅡ （right）
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当社の最新化粧品シリーズ「イクスクイルーティ
ン」が生まれました。本シリーズ第一弾として，今
回，“イクスクイルーティンTM 化粧水 RAⅢ”と“イ
クスクイルーティンTM 化粧水マスク RAⅡ”の 2商
品を紹介します。
この「イクスクイルーティン」シリーズは，当社
の「NanoImpact（ヘアケア）」と「NanoCrysphere（ス
キンケア）」シリーズに次ぐ第三のブランドであり，
従来シリーズと同様に当社独自のナノテクノロジー
で生まれた「PLGAナノカプセル」が配合された「高
い使用実感と効果」が期待できるスキンケア商品で
す。 

シリーズ名の「イクスクイルーティン」には，“完
璧な日常”という意味があり，日々努力を重ねるこ
とで美を手に入れることができ，努力を続けた先に
“完璧”がある，というブランドポリシーが込めら
れています。
お客様の年齢や肌の悩みに応じた最適なスキンケ
アができるよう 3種の商品ライン「①ホワイトベー
シック」，「②レッドアドバンテージ」，「③ブラック
デコラス」での展開を予定しています。それぞれの
ラインには複数タイプの商品が用意されていて季節
やその日の肌のコンディションに応じて使い分けが
できます。
本シリーズ商品は日本国内のみならず，アジア圏
での幅広い市場開拓，特に中国市場での販売を目指
し，2020年 7月から販売を開始しています。本商
品開発は当社の販売パートナーである中国の上海メ
デューサスメラギ社と共同で進めてきました。中国
国内の気温・湿度の大きく異なる北京，上海，武漢，
蘇州，深せん，広州，ハルピン，長春などの複数地
域でのモニター試験を繰り返し，多くの女性の肌の
悩みに寄り添える商品が出来上がっています。
本誌で紹介する 2商品は，メインラインの「レッ

ドアドバンテージ」に属し，働き始めの 20代から
30代の女性の肌トラブルのケアや，気になり始め
たエイジングのケアに好適です。
“イクスクイルーティンTM 化粧水 RAⅢ”（写真左）

には，肌を整える有用成分「トタロール」を封入し
た PLGAナノカプセルが配合されています。有用成
分の肌の奥（※ 1）への浸透性と肌内での持続性を
もたらす PLGAナノカプセルが肌への潤いをキープ
しながら，気になる大人の肌トラブルを防ぎます。
その他の配合成分にもこだわり，「ヒアルロン酸ナ
トリウム（2）：保湿成分」や「ヒナギク花エキス：
保湿成分」，「加水分解コラーゲン：保湿成分」等の
肌コンディションを整える有用成分を贅沢に配合し
ています。使用は洗顔後，適量を手に取り，顔全体
になじませます。
つぎに，“イクスクイルーティンTM 化粧水マスク 

RAⅡ”（写真右）には，「レスベラトロール・ツボ
クサエキス・アセチル化ヒアルロン酸」を封入した
PLGAナノカプセルを配合しています。肌のすみず
み（※ 1）まで浸透したこれらの成分が，乾燥や炎
症から肌を守り続け，みずみずしい肌をキープして
くれます。その他，ふんだんに配合された多数の美
容成分が使うたびに美しい肌へと導いてくれます。
使用は洗顔後，適量を手に取り，顔全体を包み込
むようにやさしく伸ばしたのち 10～15分後に肌に
残ったジェリーを肌になじませます。

 ※ 1：角質層まで

図 2　イクスクイルーティンのロゴマーク
Fig. 2　The logo of “ExquiRoutine”
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