
うるおいもハリも透明感も
HAKURU スキンケアシリーズ登場

ピュアな美肌を引き出すドクターズコスメ

環境や季節、年齢に応じて、さまざまな影響を受けている私たちの肌は、

時として大きく揺らぐことがあります。

そんな多くの肌と真摯に向き合う皮膚の専門家とともに、今も、10 年後も、美しくいられる素肌を叶えるスキンケアの

共同開発を実現したのが、この『白瑠』シリーズです。

目指すのは、その人それぞれの「ピュアな美肌」。

うるおいもハリも透明感も引き出し、キープして、未来の美肌までを育むラインナップ。

本格的なお手入れはまだ、という 20 代から、幅広い世代にアプローチします。

使うたびに前向きで輝きにあふれた素肌へ、そしていつまでも自分の肌を好きでいられるように

『白瑠』でトータルケアをはじめてみませんか？

社内研修資料

2022年9月1日（木）発売（一部先行発売有り）

● クレンジングウォーター（洗顔／クレンジング水） 150mL 2,500 円（税込）

● フェイスウオッシュ（洗顔フォーム）100g 2,500 円（税込）

● モイスチャーエッセンス（美容液） 30mL 5,020 円（税込）

● バランシングミルク（保湿乳液）120mL 3,160 円（税込）

● モイスチュアライジングクリーム（保湿クリーム） 30g 4,350 円（税込）



皮膚の専門家とともに誕生した
『白瑠』の肌への想い

『白瑠』が目指す素肌を叶えるスキンケアシリーズ

『白瑠』を支える 3 つのポイント

ピュアな透明感を
引き出す
美容成分

くすみ・毛穴へ
アプローチ

・アスコルビルグルコシド
・フラーレン

・アーチチョーク葉エキス

ハリ・弾力へ
アプローチ

・月桃葉エキス
（ゲットウ葉エキス）

うるおい・キメへ
アプローチ

・ナノ化セラミド
（スフィンゴ糖脂質）

多様性が求められる時代になり、その人それぞれの肌の個性が尊重されるようになっています。以前のよう
に、ただ白ければいいという時代は終わり、肌色よりもうるおい、ハリや弾力、キメの整ったなめらかな素
肌が求められるように。なかでも特に求められているのが清潔な印象を引き出す「透明感」。それは自分の
肌を大切に、丁寧にお手入れすることで叶えられるもの、と私たちは信じています。お手入れし続けること
で肌も心も満たされ、そして「ピュアな美肌」が内側からあふれ出す…そんな良循環を叶えるスキンケアシ
リーズ。清潔、浄化、無垢の「白」と神聖、透明感、美しさの「瑠璃」の 2 色が併せ持つイメージをブラン
ド名に託して、『白瑠』のスキンケアが未来を明るく輝かせることを約束します。

皮膚の専門家との共同開発
誰もが美しく、健やかな肌を、
ずっと育むことができるスキン
ケアを作りたい、そんな熱い想
いのもと、肌を研究し続けてい
る皮膚のスペシャリストとの共
同開発が実現、誕生したのが『白
瑠』シリーズ。それはシンプル
ながらきちんと有効成分を届け
る設計で、「ピュアな美肌」へと
導きます。

肌本来の美しさへ導く
美容成分

さまざまな外的ストレスから肌
を守り、澄んだ透明肌へ導く独
自成分、ブライトニングコンプ
レックスを開発。加えて、ハリ・
ツヤ・弾力のあるなめらかな肌
へ整える月桃葉エキス、みずみ
ずしいうるおいで肌を満たすナ
ノ化セラミドエキスが、透明感
のあるピュア肌を叶えます。

繊細で軽やかな心癒す香り
毎日のお手入れ時間を、少しで
も心地よく過ごしてほしいから、
香りにもこだわりました。白瑠
が選んだのは、優しく広がるフ
ローラルの香り。気分を高揚さ
せると同時に落ち込みを緩和し
て、幸せな気分へ導きます。心
身ともにリラックスしながらお
手入れすることで、楽しみなが
らピュア肌を育みます。
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さらに、3 つの植物由来成分が美肌をサポート

東南アジアを原産とする月桃は、古く
から皮膚のハリと弾力性の維持が期待
される神秘の植物として知られていま
す。『白瑠』では、沖縄で伝統食品と
しても用いられ、鮮やかな花も有名な
月桃の葉から抽出したエキスを採用し
ています。

カラスムギの種子から抽出されたエキ
スは、最近人気のオーツ麦としても有
名。保湿効果はもちろん、カラスムギ
穀粒に含まれる天然ポリオース（高分
子の糖）は、肌の表面にフィルムのよ
うな膜を作り、肌の凹凸へアプローチ、
ハリのあるなめらかな肌へ導きます。

生体必須成分で構成され、ブライトニ
ング効果も期待されるアスコルビルグ
ルコシドとアーチチョーク葉エキス、
抗酸化力で長時間肌を保護するフラー
レンを採用。絶妙バランスで開発され
たブライトニングコンプレックスが、
明るくなめらかな肌を実現します。

絶滅危惧の瀕したリンゴ品種、“ ウト
ピラースパトラウバー ” の、長期間保
存が利く優れた特徴に着目して開発さ
れたエキスを採用。希少なスイス産リ
ンゴのエキスをリポソームにして配合
することで、肌本来の再生する力を助
ける効果を実現します。

保湿成分として知られるセラミドは、
角質層内に存在し、細胞同士をつない
で肌のうるおいを保ち、外的刺激から
守る働きをしています。このセラミド
をナノ化して確実に届けることで、キ
メを整え、肌の保湿機能・バリア機能
を底上げする効果が期待されます。

炎症抑制や美白、肌の修復に効果をも
たらすと、最近注目されているツボク
サエキス。マダガスカルに自生するツ
ボクサの葉を高純度で精製。アシアチ
ン酸、マデカシン酸、アシアチコシド
の 3 種の有効成分からなるエキスが、
明るく透明感のある肌を叶えます。

全方位から肌の透明感を引き出す
美容成分のチカラ

神秘の植物
月桃葉エキス

ハリ実感
カラスムギ粒エキス

ブライトニングコンプレックス
でつるんとクリアな素肌へ

老化遅延
リンゴ果実培養細胞エキス

肌へぐんぐん浸透する
ナノ化セラミド

ナノ化セラミドを
塗布した肌

月桃（ゲットウ）

カラスムギ ツボクサ

アーチチョーク
ナノ化セラミドを配合した化粧水を 4 日塗布し
た肌と未塗布した肌を比較して検証した結果、
塗布した肌はキメが整い、ふっくらした印象が
あることがわかりました。

何も塗布して
いない肌

抗糖化
ツボクサエキス

＋

ハリ・
弾力

くすみ・
毛穴ケア

うるおい・
キメ



濃密なふわもこ泡でキメふっくら肌へ
白瑠 フェイスウオッシュ（洗顔フォーム）

100g  2,500 円（税込）

澄みわたるようなクリアな肌へ
白瑠 クレンジングウォーター（洗顔／クレンジング水）

150mL  2,500 円（税込）

【製品特徴】
ふわふわとしたキメ細かな泡がやさしく肌を包み込みながら、しっとりと洗いあげる
洗顔フォーム。洗うほどに肌の透明感が増して、クリアな印象に導きます。洗顔後は
キメの整ったなめらかな肌を実現します。

●石油系界面活性剤フリー、シリコーンフリー、エタノールフリー、動物由来原料フ
リー

【製品特徴】
肌のうるおいを保ちながら、やさしくメイクオフする拭き取りタイプのクレンジング
ウォーター。すっきりとした使い心地ながら、なめらかな仕上がりが魅力。余分な皮
脂や汚れをしっかり落として清潔な素肌へ導きます。

●洗い流し不要、便利なプッシュタイプ、エタノールフリー、カチオンフリー

【使用方法】
顔全体をぬるま湯で予洗いしたら、手のひらにさくらんぼ大の量を取り、やさしく泡立
てます。濃密でキメ細かな泡ができたら、顔の広い面を中心から外側へ、円を描くよう
にゆっくり洗いあげます。小鼻などの細かい部分は念入りに。汚れが浮いてきたらぬる
ま湯でしっかりすすぎます。

【使用方法】
コットンをポンプの上に置いて下にプッシュし、クレンジング水をコットンに含ませま
す。顔の中心から外側へ、やさしく拭き取りましょう。目のキワや小鼻などの細部は、コッ
トンの端を使って丁寧に拭き取ります。
＊強く早くプッシュすると液だれの原因になりますのでゆっくりとプッシュしてください。

【主要成分】
［全成分表示：水、PEG-8、ステアリン酸、ミリスチン酸、水酸化Ｋ、ラウリン酸、グリセリン、
ゲットウ葉エキス、スフィンゴ糖脂質、アスコルビルグルコシド、フラーレン、アーチチョー
ク葉エキス、カラスムギ穀粒エキス、ツボクサエキス、リンゴ果実培養細胞エキス、BG、PVP、
キサンタンガム、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、レシチン、
ステアリン酸グリセリル（SE）、トコフェロール、ポリクオタニウム -7、EDTA-2Na、フェノキ
シエタノール、香料］

【主要成分】
［全成分表示：水、（カプリル酸／カプリン酸）PEG-6 グリセリズ、ヤシ油脂肪酸 PEG-7 グリセリル、
ペンチレングリコール、ゲットウ葉エキス、スフィンゴ糖脂質、アスコルビルグルコシド、フラー
レン、アーチチョーク葉エキス、カラスムギ穀粒エキス、ツボクサエキス、テトラヘキシルデ
カン酸アスコルビル、リンゴ果実培養細胞エキス、加水分解ヒアルロン酸、BG、PVP、キサン
タンガム、グリセリン、レシチン、クエン酸、クエン酸 Na、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、
香料］



ふっくらハリに満ちたなめらか肌へ
白瑠 バランシングミルク（保湿乳液）

120mL  3,160 円（税込）

【製品特徴】
たっぷりのうるおい成分が肌を保湿しながらも、ハリのあるふっくら肌へ導く保湿乳
液。さっぱりとしたみずみずしいテクスチャーが、すーっと肌に浸透して、もっちり
とした仕上がりに。ベタつきのない使い心地で、しっとりなめらかな肌が完成します。

●エタノールフリー、シリコンフリー、紫外線吸収剤フリー、動物由来原料フリー

【使用方法】
美容液をなじませた後に1〜2プッシュを手に取り、顔の広い面を中心から外側へ向かっ
てやさしくなじませます。目や口のまわりは重ね付けするように丁寧になじませて。最
後に顔全体を包み込むようにプレスして、さらに浸透させます。

【主要成分】
［全成分表示：全成分：水、DPG、ミネラルオイル、ゲットウ葉エキス、スフィンゴ糖脂質、ア
スコルビルグルコシド、フラーレン、アーチチョーク葉エキス、アルニカ花エキス、カラスム
ギ穀粒エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、セイヨウキズタ葉／茎エキス、セイ
ヨウトチノキ種子エキス、ツボクサエキス、ハトムギ種子エキス、ハマメリス葉エキス、ヒド
ロキシエチルセルロース、ブドウ葉エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、セスキオレイン酸ソ
ルビタン、カルボマー、BG、PVP、キサンタンガム、グリセリン、レシチン、水酸化Ｋ、ステ
アレス -13、フェノキシエタノール、香料］

別格の透明肌へ導く極上美容液
白瑠 モイスチャーエッセンス（美容液）

30mL 5,020 円（税込）

【製品特徴】
うるおいを与える美容成分を贅沢に配合した美容液。みずみずしくなめらかなテクス
チャーがするすると肌に浸透して、透き通るようなクリアな透明感を実現。格上の素肌
へ導きます。

●パラベンフリー、コンディショニング

【使用方法】
化粧水で肌を整えた後、1 〜 2 プッシュを手に取り、顔の広い面を中心から外側へ向かっ
て円を描くようにやさしくなじませます。目や口のまわりは重ね付けするように丁寧に
なじませて。最後に顔全体を包み込むようにプレスして透明感をアップ。

【主要成分】
［全成分表示：水、グリセリン、イソペンチルジオール、DPG、ゲットウ葉エキス、スフィンゴ
糖脂質、アスコルビルグルコシド、フラーレン、アーチチョーク葉エキス、カラスムギ穀粒エキス、
ツボクサエキス、リンゴ果実培養細胞エキス、グリチルリチン酸 2K、BG、PVP、キサンタンガ
ム、レシチン、スクワラン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、イソヘキサデカン、
パルミチン酸エチルヘキシル、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリン
Na）コポリマー、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、水酸化Ｋ、
イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート 60、酢酸トコフェロール、エチルヘキシルグリ
セリン、フェノキシエタノール、香料］



有限会社マヴェリック
担当：桑原由美子・伊地知真弥・牛田美由紀

TEL：03-5414-7618   FAX：03-3405-1504　　 
info@maverick-ltd.co.jp

株式会社ドクターズチョイス
読者問い合わせ先：0120-36-6146（平日 9：00 〜 18：00）

〒 102-0071　東京都千代田区富士見 2-7-2  
ステージビルディング 17F

https://hakuru.jp

【本件に関する報道関係者のお問い合わせ】【誌面掲載クレジット】

フェイシャル
シートマスク
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うるおいに満ちた印象的な目元へ
白瑠 アイセラム（目元用美容液）
15g 1,958 円（税込）

ハリ・ツヤ・うるおいをチャージ
白瑠 ハイドレーティングトナー

（化粧水）200mL 1,738 円（税込）

濃密シートマスクで上質肌へ
白瑠 フェイシャルシートマスク

（シートマスク）23mL×4 枚入 1,628 円（税込）

酷使しがちな目元の悩みにアプ
ローチする目元用美容液。紫外
線やブルーライトなどでダメー
ジを受けた肌を強力にサポート
します。乾燥から皮膚を保護し
て、キメの整った印象的な目元
へ導きます。

厳選した自然由来の成分をたっ
ぷり使用した、ノンアルコール
で肌にやさしく浸透する化粧
水。気になる毛穴の開きや黒ず
み、たるみにもアプローチして
つるんとしたクリアな印象を叶
えます。

天然セルロース系繊維「テンセ
ル」を使用した濃厚シートマス
ク。贅沢に配合した保湿成分が、
肌にピタッと密着して、ぐんぐ
ん浸透していきます。保湿ケア
を極めるような鮮やかさで、別
格の透明感を実感できます。

SKIN CARE STEP

クレンジング
ウォーター

フェイスウォッシュ ハイドレーティング
トナー

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

☀ ☀
バランシング

ミルク

☀
モイスチャー
エッセンス

☀
アイセラム
☀
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モイスチュアライジング 
クリーム

SKIN CARE LINEUP

HAKURU 公式サイト
https://hakuru.jp/

➡

【製品特徴】
美容成分を豊富に配合した高保湿クリーム。さらりとした軽やかなテクスチャーが、肌
にぐんぐん浸透して透明感をアップ、うるおいにあふれた肌へ導きます。重くなく、爽
やかな使い心地だから、季節を問わず一年中お使いいただけます。

●パラベンフリー、肌あれ防止＊成分配合

【使用方法】
美容液をなじませた後、パール粒くらいを手に取り、乾燥が気になる部分を中心にやさ
しくなじませます。目や口のまわりは重ね付けするように丁寧になじませて。最後にハ
ンドプレスして肌にしっかり密着させるのが、化粧崩れしないコツ。

【主要成分】
［全成分表示：水、ミネラルオイル、BG、グリセリン、セタノール、ポリアクリルアミド、ゲッ
トウ葉エキス、スフィンゴ糖脂質、アスコルビルグルコシド、フラーレン、アーチチョーク葉
エキス、カラスムギ穀粒エキス、ツボクサエキス、リンゴ果実培養細胞エキス、グリチルリチ
ン酸２Ｋ、ステアリン酸グリセリル、（C13,14）イソパラフィン、ジメチコン、PVP、キサンタン
ガム、レシチン、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、水酸化Ｋ、
ラウレス -7、酢酸トコフェロール、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、香料］

高浸透クリームで透明感がアップ！
白瑠 モイスチュアライジングクリーム（保湿クリーム）

40g  4,350 円（税込）

＊グリチルリチン酸 2K


