
 

 

 

 

 

2022 年 10 月 31 日 

 

叶えよ、美肌。 
大人肌へ、あらゆる方向からアプローチ 

 
ミネラル豊富な富士山の天然水※1を使用した美白・エイジングケア※2シリーズ 

「フジナエクセレントホワイト＜医薬部外品＞」4 商品を新発売 

 

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島寬、資本金：350 億円）は、当社の

スキンケアブランド「ミネラル保湿化粧品 fujina」から、美白・エイジングケア※2シリ

ーズの「フジナエクセレントホワイト＜医薬部外品＞」全 4 商品（メーカー希望小売価格

5,500 円（税込）～9,350 円（税込））を新たに開発しました。当社公式オンラインショ

ップ「イワタニアイコレクト」にて 10 月 31 日より発売開始し、当社コンセプトショッ

プ「Iwatani Outdoor Shop BASE」でも順次販売します。 

 

 

「フジナエクセレントホワイト」は、「叶えよ、美肌。 大人肌へ、あらゆる方向からアプ

ローチ」を商品コンセプトに、ミネラル豊富な富士山の天然水「富士の湧水※1」を使用し

た国内生産にこだわった薬用ミネラル化粧品です。有効成分配合で美白・シミ対策に着目

し、大人肌の悩みに働きかけながら、肌そのものの力を引き出して、透明感※3とハリのあ

る肌へと導きます。 
美白・シミ対策：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ 

 

 

 

 
※1 富士の湧水または富士の天然水とは成分表示中の常水のこと 

※2 年齢に応じたうるおいケア 
※3 キメが整うことで明るく見える肌のこと 

＜美白導入化粧水＞フジナエクセレントホワイトブースターローション 

 【医薬部外品】 120mL メーカー希望小売価格 5,500 円（税込） 

＜美白化粧水＞フジナエクセレントホワイトローション  

 【医薬部外品】 120mL メーカー希望小売価格 6,050 円（税込） 

＜美白美容液＞フジナエクセレントホワイトエッセンス 

 【医薬部外品】  30mL メーカー希望小売価格 7,700 円（税込） 

＜美白クリーム＞フジナエクセレントホワイトクリーム 

【医薬部外品】    40g メーカー希望小売価格 9,350 円（税込） 



 

 

 

■イワタニのスキンケアブランド「fujina」 

化粧品の主成分となる「水」には、当社が販売する 100％天

然水「富士の湧水※1」を使用。大自然の中でじっくり磨き抜

かれた、ミネラルバランスの良い水にこだわり、自然の恵み

たっぷりの「ミネラル保湿化粧品 fujina」が誕生。その姉妹

品として、業界初※4の美白に着目した薬用ミネラル化粧品 

「フジナエクセレントホワイト」を開発しました。 

 

 

■商品特徴 

1．トリプルの有効成分配合でパワー美白×シミ対策！ 

「フジナエクセレントホワイト」シリーズは、トリプルの有効成分配合で大人肌にアプロ

ーチ。導入化粧水・化粧水で肌に美白成分を浸透させキメを整え、美容液・クリームで濃

密美白成分を閉じ込め、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 
美白・シミ対策：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ 

 

【導入化粧水&化粧水】 

浸透美白×肌荒れ防止の 

トリプル有効成分配合 

【美容液&クリーム】 

濃密美白×肌荒れ防止の 

トリプル有効成分配合 

①メラニンの生成を抑えるアスコルビン酸 2-

グルコシド（ビタミン C誘導体） 

 

②肌荒れなどを防止する酢酸トコフェロール

（ビタミン E誘導体） 

 

③抗炎症効果により肌荒れを防ぐグリチルリ

チン酸 2K 

 

 

①メラニンの生成を抑えるアルブチン 

 

②メラニンの生成を抑えるアスコルビン酸 2-グ

ルコシド（ビタミン C誘導体） 

 

③抗炎症効果により肌荒れを防ぐグリチルリチ

ン酸 2K 

 

 

2．5種のナノ化オーガニック保湿成分配合 

肌に嬉しい 5 種のナノ化オーガニック保湿成分を配合。ナノ化

することで保湿成分が肌の角質層のすみずみまでしっかり行

き届き、肌荒れを防ぎます。 

 

～5 種のオーガニック成分～ 

ローズマリーエキス、カモミラエキス-1、セイヨウハッカエキス、 

キュウリエキス-1、米糠抽出物水解液 A 

 
※1 富士の湧水または富士の天然水とは成分表示中の常水のこと 

※4 富士の湧水を使用した医薬部外品のこと 

富士の湧水（ミネラル成分） 

成分表（100mL あたり） 

ナトリウム 0.56mg 

カルシウム 0.60mg 

マグネシウム 0.22mg 

カリウム 0.09mg 

※天然のミネラル成分のため変動する場合が 

あります 



 

 

 

3．厳選した 10 種の和漢保湿成分配合 

和漢由来の保湿成分を 10 種配合。大切な肌に毎日使うものだからこそ産地にこだわった

厳選和漢を使用しています。 

 

～10 種の和漢保湿成分～ 

オウバクエキス、センキュウエキス、トウキエキス-1、ユキノシタエキス、アシタバエキス、 

ドクダミエキス、オトギリソウエキス、アロエエキス-2、加水分解黒豆エキス、米ヌカエキス 

 

4．美肌をつくる 3 種のエイジングケア成分※5配合 

お肌の構成成分の代名詞でもあるエイジングケア成分※5を 3 種配合。コラーゲン※6・ヒア

ルロン酸※7・スクワランが、ハリ・つやのある素肌へ導きます。 

 

5．こだわりの 5 つのフリー 

合成香料フリー、合成着色料フリー、アルコールフリー、鉱物油フリー、パラベンフリー

で厳選した処方となっています。 

 

■環境への配慮 

イワタニは「住みよい地球がイワタニの願いです」をスローガンに、水素の利活用を通じ

て CO₂フリー社会を実現することで、環境問題という社会的課題の解決を目指すとともに、

SDGs の達成に向けた取り組みを行っています。 

「フジナエクセレントホワイト」は、化粧箱には環境に配慮したエコロジー素材、容器に

はバイオマスプラスチックやグリーンナノを採用しています。 

 

■購入方法 

・フジナエクセレントホワイト ブランドサイト 

https://www.iwatani-i-collect.com/fujina/ex-white/ 

 

・イワタニの公式オンラインショップ イワタニアイコレクト

https://www.iwatani-i-collect.com 

 

・TEL：0120－414－247 カタログ番号：EBI 
※イワタニアイコレクト株式会社が対応いたします。 

受付時間：月～金 9：00～17：00（土日祝、夏季休業日、年末年始をのぞく） 

 

・コンセプトショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」 

 大阪府大阪市中央区安土町 3－2－14－1F  

営業日：月～金 11：00～19：00 （定休日：土日祝、年末年始休暇、他） 

 ※「Iwatani Outdoor Shop BASE」での取り扱い開始日は未定です。 

 

 

 

 

 
※5 年を重ねた肌にうるおいを与える成分のこと 

※6 水溶性コラーゲン液-4 

※7 ヒアルロン酸 Na-2 

https://www.iwatani-i-collect.com/fujina/ex-white/
https://www.iwatani-i-collect.com/


 

 

■商品概要 

【ご使用ステップ】 導入化粧水 → 化粧水 → 美容液 → クリーム 

フジナエクセレントホワイト 

ブースターローション  

＜医薬部外品＞ 

 

120mL 

メーカー希望小売価格 5,500 円 

（税込） 

  

美白導入化粧水 

～肌をやわらげ、有効成分が浸透～ 

 

W の肌荒れ防止成分配合。ふんわりとした細かいミスト状の導入化粧水で、角質

層のすみずみまで潤いが浸透。肌をやわらげ、お肌のキメを整えます。 

 

【有効成分】アスコルビン酸 2-グルコシド（美白）、酢酸トコフェロール（肌荒

れ防止）、グリチルリチン酸 2K（肌荒れ防止） 

【テクスチャ―】ふんわりタッチのさっぱりタイプ 

フジナエクセレントホワイトローション  

＜医薬部外品＞ 

 

120mL 

メーカー希望小売価格 6,050 円 

（税込） 

美白化粧水 

～くすみ※8やシミを防いで*キメを整える～ 

 

W の肌荒れ防止成分配合でくすみ※8やシミを防いで＊キメを整えます。 

さらにアスコルビン酸※9（ビタミン C 誘導体）でメラニンの生成を防ぎ、より透

明感※3のある肌へ。 
＊メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ 

【有効成分】アスコルビン酸 2-グルコシド（美白）、酢酸トコフェロール（肌荒

れ防止）、グリチルリチン酸 2K（肌荒れ防止） 

【テクスチャ―】とろり浸透※10タイプ 

フジナエクセレントホワイトエッセンス  

＜医薬部外品＞ 

 

30mL 

メーカー希望小売価格 7,700 円 

（税込） 

 

 

美白美容液 

～パワー美白のスペシャルケア。しっかり与えて輝く素肌へ～ 

 

W の美白有効成分配合。高濃度の美容液でシミを防ぎ＊、ハリ・キメのあるお肌

に導きます。 
＊メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ 

【有効成分】アルブチン（美白）、アスコルビン酸 2-グルコシド（美白）、 

グリチルリチン酸 2K（肌荒れ防止） 

【テクスチャ―】とろり濃厚タイプ 

フジナエクセレントホワイトクリーム  

＜医薬部外品＞  

 

40g 

メーカー希望小売価格 9,350 円 

（税込） 

 

美白クリーム 

～美白有効成分とうるおいを閉じ込めて透明感※3 とハリのある肌に導く～ 

 

W の美白有効成分配合でうるおいを閉じ込めて透明感※3とハリのある肌に導き

ます。クリームの酸化を防ぐエアレスボトル採用。 

 

【有効成分】アルブチン（美白）、アスコルビン酸 2-グルコシド（美白）、 

グリチルリチン酸 2K（肌荒れ防止） 

【テクスチャ―】濃厚しっとりベタつきにくいタイプ 

フジナエクセレントホワイト  

トライアルキット ＜医薬部外品＞ 

 

1,980 円（税込） 

 

お試しや旅行に便利な約 10 日間分のスキンケアセット（導入化粧水・化粧水・

美容液・クリーム）です。 

 

美白・シミ対策：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ 

 

 
※3 キメが整うことで明るく見える肌のこと 

※8 乾燥などにより肌のキメが乱れた状態 

※9 アスコルビン酸 2-グルコシド 

※10 角質層まで 


