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株式会社 エックスワン

先進の技術を美容分野に応用したヒト幹細胞培養液を 10％増量（従来品比）
エグゼティシャン マッサージクレンジングＷ／クリームウォッシュＷを新発売
化粧品・健康商品の開発・製造・販売を行う株式会社 エックスワン（本社：東京都港区 代表取締役社長：
市村 智樹）は、ヒト幹細胞培養液配合※1 の「XLUXES（エックスリュークス）
」シリーズより、従来品から更に進化
させた「エグゼティシャン マッサージクレンジングＷ（ダブリュー）
」および「エグゼティシャン クリーム
ウォッシュＷ（ダブリュー）
」
（１品目２品種、マッサージクレンジングＷ：税抜 10,000 円、クリームウォッ
シュＷ：税抜 8,570 円）を、９月１日より直営店舗及び当社直販サイトや他ＥＣサイト等で販売します。

「エグゼティシャン
マッサージクレンジングＷ」(左)、
「エグゼティシャン
クリームウォッシュＷ」(右)

《発売背景及び商品特長》
エックスリュークスは、いつまでも美しく、若々しくありたいという、全ての女性の願いを叶えるために、毎
日のスキンケアやベースメイクでサポートするトータルエイジングケア ※2 ブランドです。
今回リニューアル発売する「エグゼティシャン マッサージクレンジングＷ」および「エグゼティシャン
クリームウォッシュＷ」により、既にこれまで発売された美容液、化粧水、クリームと併せて、エックス
リュークスＷのラインアップが完成しました。
本商品は、ヒト幹細胞培養液を 10％増量（従来品比）し、肌トーンアップをはじめとした、内からのツヤ・
輝きやハリを生み出す高機能美容成分を「攻めのエイジングケア ※2」として配合しました。また、肌に
最初にのせる洗顔アイテムだからこそ、
「守りのエイジングケア※2」にもこだわり、洗顔でデリケートに
なりがちな肌をやさしくケアし、若々しい肌に必要な肌力をサポートします。

さらに、独自のマッサージメソッド＜エグセティシャン マッサージ＞を合わせれば、まるでエステを受けた
ようなスキントリートメントへと進化します。
エグゼティシャン マッサージクレンジングＷ
乾燥や肌あれをケアしながらうるおいを残して、豊富な美容成分で肌を満たす高機能クレンジングクリーム
です。なめらかでリッチなテクスチャーはマッサージクリームとしても優れたパフォーマンスを発揮し、
ハリのある艶肌へと導きます。
エグゼティシャン クリームウォッシュＷ
うるおいとハリ感にこだわり、上質な美容成分をたっぷりと配合。“美容液で洗ってケアする”コンセプト
の洗顔フォームです。濃密かつクリーミーな泡で肌をやさしく包み、跳ね返すような弾力と輝く素肌に。
＜エグゼティシャン マッサージ＞
「まるでエステを受けたような別格の美しさへ。」
手のひらや指の腹・関節を使って、肌の深部にはたらきかけるエグゼティシャンマッサージメソッドです。
血液やリンパの流れを促しながら、表情筋や艶肌のツボを刺激する東洋と西洋の美容理論を融合させた
神業マッサージです。このマッサージをマスターすれば、自分の手でゴッドハンドの施術を受けたような
仕上がりになります。メソッドに不可欠な少し硬めのテクスチャーの「エグゼティシャン マッサージ
クレンジングＷ」で行うことで、さらなる艶肌と美貌を手に入れることができます。
詳しいエグゼティシャンマッサージの方法は、以下エックスリュークスのサイトをご覧ください。
PDF： https://xluxes.jp/products/skincare_series/massage-cleasing/images/method.pdf
WEB： https://xluxes.jp/products/skincare_series/massage-cleasing/massage.html

《配合成分》
トータルエイジングケア※2 ３つの高機能成分を高浸透のリポソームカプセルに包含。
ヒト幹細胞培養液 ※1
幹細胞を培養するときに分泌される分泌液には、多くのグロースファクター（成長促進因子）が含まれます。
ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンのはたらきをパワーアップさせるといわれ、エイジングケア ※2 を
サポートする様々な効果が確認されています。
プロリフィルＦ４ ※3
コラーゲンタンパク質を構成する高浸透の低分子ペプチド成分が、年齢が気になる肌にしっかり吸収されて
コラーゲンをサポート。年齢とともにハリ・弾力が失われがちな肌に若々しさをもたらします。
ビタ‐ＨＡ４００ ※4
低分子ヒアルロン酸が肌表面の凹凸を埋めながらうるおいを保ち、ビタミンＣ誘導体が肌の奥 ※5 にまで
しっかり浸透。くすみ ※6 をケアしながら、肌にうるおいやハリ・ツヤを与えます。

攻めのエイジングケア ※2
≪ツヤ・輝き≫
ブライトニル（ＢＲＩＧＨＴＥＮＹＬ®）※7 in-cosmetics Barcelona 2015 金賞
皮ふの微生物（常在菌）に着目し、そのはたらきを利用して、肌トーンを整える全方位型肌トーンアップ
成分です。肌の色むらを引き起こす要因にはたらきかけ、光ダメージ、肌トーンのむら、サビ、明るさ、
赤み、茶ぐすみ ※6 をケア。明るくむらのない肌色に整える注目の成分です。
・その他のツヤ輝きケア成分／ビタ‐ＨＡ４００※4、α‐アルブチン※8、ＶＣエチル※9、鹿角霊芝エキス※10
≪透明感≫
デトキシホワイト ※11
コショウソウの新芽に含まれる成分が、くすみ ※6 にＷアプローチ。くすみ※6 のでき始めをケアし、
できてしまった黄ぐすみ※6 もバラバラにして明るい肌色をもたらします。
・その他の透明感ケア成分／フラーレン ※12、アスタキサンチン ※13、ピクノジェノール ※14、アンビューテ
ィエキス ※15、ダーマクロレラ ※16、ＥＸＯ‐Ｔ ※17、リンゴ酸 ※18◎、海シルト ※19◎、ケイソウ土 ※20◎、カオ
リン※21◎
≪ハリ（毛穴ケア＆フェイスアップケア）≫
ローヤルゼリー酸 ※22
植物由来（トウゴマ種子）のローヤルゼリー成分。過剰皮脂のバランスをサポートして毛穴を目立ちにく
くし、さらに黒ずみ毛穴をケア。なめらかな肌をサポートします。
ミニポリル※23◎ in-cosmetics Paris 2016 銀賞
角化の正常化、皮脂分泌のバランスサポート、ひきしめ、の異なる原因にアプローチする３in１効果で毛
穴をケアします。
・その他のハリケア成分／プロリフィルＦ４ ※3、ベルレッツァ ※24●、リフトニン-エクスプレス ※25◎、
アミポリン※26
≪弾力≫
ロナケアＡＳＣ‐Ⅲ ※27●
肌の弾力に関与する、やわらかいⅢ型コラーゲン（ベビーコラーゲン）を選択してサポート。厚みのある
弾力を生み出します。
・その他の弾力ケア成分／ネオダーミル（in-cosmetics EU2013 金賞）※28◎、ダームコム（in-cosmetics
EU2012 銀賞）※29●、プラセンタエキス※30◎、ＥＧＦ※31、プロテオグリカン※32●、マトリキシル３０００※33◎
≪キメ・なめらか≫
リバイビル（ＲＥＶＩＶＹＬ®）※34● in-cosmetics Asia 2017 金賞
肌の幹細胞と皮ふの微生物（常在菌）に着目。６ つの相乗効果で自然な肌サイクルに導き、バリア機能
をサポート。肌にうるおいとなめらかさをもたらします。
・その他のキメ・なめらかケア成分／ＳＷＴ‐７（in-cosmetics Barcelona2015 銀賞） ※35◎ 、アルジレ
ロックス(in-cosmetics Hamburg2014 銅賞)※36●、レチノール ※37

守りのエイジングケア ※2
≪健康感≫
センシティル※38
デリケートな肌にアプローチする海藻由来の成分。肌への刺激を和らげ、皮ふの微生物（常在菌）のバラ
ンスを保ち、肌のバリア機能をまもります。
アクアタイド※39 in-cosmetics Asia 2016 金賞
守る、ケアする、維持する、の３ステップによるストレスからの肌ダメージケア成分。３原料（レスベラ
トロール、リジン、ＰＣＡ）をヒントに開発されたバイオミメティック次世代ペプチドで、肌ダメージを
迅速にケアする「肌サイクル」効果を発揮します。
ネルーラ※40●
酸素を取り込み、エネルギーを生産するミトコンドリアが受けるダメージの選択的な分解（選択的オート
ファジー）をサポートします。この選択的オートファジー（マイトファジー）は、年齢などさまざまな要
因により低下します。 ネルーラはマイトファジーをサポートし、若々しい肌に導きます。
・その他の健康感ケア成分／ＥＸＯ‐Ｐ（in-cosmetics Asia 2015 金賞）※41、スノーアルゲパウダー(BSB
Innovation Prize2014) ※42、β‐グルカン ※43◎、グリチルリチン酸 ※44◎、セルデトックス ※45◎、リジェネ
シー※46◎、エフェメール（in-cosmetics Paris 2016 Green Award 金賞）※47●
≪うるおい力≫
ノブヒアル※48
「ニードルフリー（針を使わない）ヒアルロン酸注射」といわれるほど、肌のヒアルロン酸をパワーアップ
させる美容成分。肌の奥※5 からうるおいで満たします。
・その他のうるおい力成分／ビタ‐ＨＡ４００※4、ヒアルロン酸※49◎、アクアカクティーン※50●、アルプス
氷河水※51●、リピジュア※52、スクワラン ※53、アルガンオイル ※54◎
●マッサージクレンジングＷのみ配合 ◎クリームウォッシュＷのみ配合

※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分） ※2 年齢に応じたスキンケア ※3 カプリロイルジペプチド‐１７（保湿成分） ※4 ヒアルロン酸アス
コルビルプロピル（保湿成分） ※5 角質層まで ※6 古い角質や汚れ ※7 ジグルコシル没食子酸（コンディショニング成分） ※8α‐アルブチン（コン
ディショニング成分） ※9 ３‐Ｏ‐エチルアスコルビン酸（コンディショニング成分） ※10 ガノデルマアンボイネンセエキス（保湿成分） ※11 コショウ
ソウ芽エキス（コンディショニング成分） ※12 フラーレン（コンディショニング成分） ※13 ヘマトコッカスプルビアリスエキス（保湿成分） ※14 フラン
スカイガンショウ樹皮エキス（保湿成分） ※15 ベルノニアアペンジクラタ葉エキス（皮膚保護成分） ※16 クロレラエキス（コンディショニング成分）
※17 ビブリオアルギノリチクス培養液（皮膚保護成分） ※18 リンゴ酸（保湿成分） ※19 海シルト（吸着成分） ※20 ケイソウ土（吸着成分） ※21
カオリン（吸着成分） ※22 １０‐ヒドロキシデカン酸（皮膚保護成分） ※23 アカツメクサ花エキス（コンディショニング成分） ※24 ベルガモット果実
エキス（コンディショニング成分） ※25 ヒドロキシプロピルメチルセルロース（被膜形成剤）、プルラン（保湿成分）、ポルフィリジウムクルエンタムエキ
ス（保湿成分） ※26 ザクロ果実エキス（コンディショニング成分） ※27 ジパルミトイルヒドロキシプロリン（コンディショニング成分） ※28（リシン／プ
ロリン）銅、メチルグルコシドリン酸（コンディショニング成分） ※29 クロクスクリサンツス根エキス（保湿成分） ※30 プラセンタエキス（保湿成分）
※31 合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド‐１（保湿成分） ※32 水溶性プロテオグリカン（コンディショニング成分） ※33 パルミトイルトリペプチド‐１、
パルミトイルテトラペプチド‐７（コンディショニング成分） ※34 オロバンケラプムエキス（コンディショニング成分） ※35 チレッタセンブリエキス（コン
ディショニング成分） ※36 アセチルヘキサペプチド‐８、ペンタペプチド‐１８（保湿成分） ※37 レチノール（コンディショニング成分）＜マッサージクレ

ンジングＷに配合＞、パルミチン酸レチノール（コンディショニング成分）＜クリームウォッシュＷに配合＞ ※38 ファエオダクチルムトリコルヌツムエ
キス（コンディショニング成分） ※39 ヘキサカルボキシメチルジペプチド‐１２（保湿成分） ※40 ハス花エキス（コンディショニング成分） ※41 アル
テロモナス発酵エキス（コンディショニング成分） ※42 クラミドモナスエキス（保湿成分） ※43
β‐グルカン（コンディショニング成分） ※44 グリチルリチン酸２Ｋ（保湿成分） ※45 酵母エキ
ス（保湿成分） ※46 サッカリナロンギクルリスエキス（保湿成分） ※47 ワカメエキス（コンディ
ショニング成分） ※48 アセチルグルコサミンリン酸２Ｎａ（皮膚保護成分） ※49 ヒアルロン酸
Ｎa（保湿成分） ※50 オプンチアフィクスインジカ茎エキス（コンディショニング成分） ※51 水
（氷河水）（保湿成分） ※52 ポリクオタニウム‐５１（保湿成分）＜クリームウォッシュＷに配合
＞、ポリクオタニウム‐６１（保湿成分）＜マッサージクレンジングＷに配合＞ ※53 スクワラン
（エモリエント成分） ※54 アルガニアスピノサ核油（コンディショニング成分）

なお、エックスリュークスシリーズのブランドアンバサダーに、
フリーアナウンサーの高橋 真麻さんが、今年３月より就任して
います。

商品概要
＜９／１（火）AM9:30*発売＞

XLUXES（エックスリュークス）
エグゼティシャン マッサージクレンジングＷ
内容量/価格：120g/￥10,000（税込価格 ￥11,000）

XLUXES（エックスリュークス）
エグゼティシャン クリームウォッシュＷ
内容量/価格：120g/￥8,570（税込価格 ￥9,427）

左「エグゼティシャン
マッサージクレンジングＷ」
右「エグゼティシャン
クリームウォッシュＷ」

香 調：ダマスクローズ系の香り
上質な天然精油をブレンドし、高貴な香りに仕上げました。
朝・夕のスキンケアタイムを優雅に彩ります。（ダマスクバラ花油、
フランキンセンス油※、ニオイテンジクアオイ油、オレンジ果皮油★、
ベルガモット果実油★、ローズマリー葉油★）
※ニュウコウジュ油、★マッサージクレンジングＷのみ配合

使用方法：
【エグゼティシャン マッサージクレンジングＷ】
＜クレンジングの場合＞
乾いた手に適量（３～４プッシュ）をとりメイクとなじませます。
汚れが浮き上がってきたら、ティシュー等で軽くおさえた後、洗顔します。
＜マッサージの場合＞
乾いた手に適量（４～５プッシュ）をとり、まぶた、口のまわりを避けて顔全体にのばします。
マッサージ後、水またはぬるま湯で洗い流すか、肌に残ったクリームをティシュー等で軽く
おさえた後、水で濡らしたコットンまたは化粧水で拭き取ってください。

【エグゼティシャン クリームウォッシュＷ】
クレンジング後、あるいは顔を濡らした後、適量（約 8ｍｍパール粒大）をよく泡立て、顔全体
を泡で包み込むようにやさしく洗います。その後、充分に洗い流します。
お手入れステップ：
クレンジング（マッサージクレンジングＷ）・洗顔（クリームウォッシュＷ） →
美容液（プロケア リバーサーセラムＷ）→化粧水（モイストリジュビネイターＷ）→保湿クリーム
（セルリカバークリームＷ）
*電話, 専用サイトでの発売時間。 その他店舗においては、各店舗の営業時間等に準じます。

商品リーフレット PDF

https://www.x-one.co.jp/images/pdf/6797_XL_washW.pdf

■販売方法：
専用サイト

https://www.x-one.co.jp/shop/contents/contents.aspx/00000193

直営店
「エックスリュークス銀座」

https://www.x-one.co.jp/xluxes/ginza.html

「エックスリュークス青山」

https://www.x-one.co.jp/xluxes/aoyama.html

「サロン・ドゥ・インナップ青山」 https://www.x-one.co.jp/shop/contents/contents.aspx/00000124
ワンズマート楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/onesmart/

EC カレント アマゾン店

https://www.amazon.co.jp/ec-current

■お客様からのお問い合わせ先： お客様相談室 0120-039-198
（受付時間 平日 9：00～18：00）
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社 エックスワン 広報担当：菅
TEL:03-6822-3434 e-mail：suga@x-one.co.jp

