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クレンジングオイルのパイオニア

UTOWA の創業家であるウエムラファミリーの総帥は、
映画の都ハリウッドで活躍した 1960 年代、過酷な撮影現場で肌の状態を守り
「マジックオイル」
と呼ばれている洗顔料に出会います。
「石鹸のようにこすらず、油性の汚れはオイルで抱き込み、水を加え乳化させた状態で
水性の汚れも一度に洗い流す」
という優れたメカニズムを持ち、映画界の名優たちに
愛されていたこの洗顔料は、その後日本で改良され「逸品」
に生まれ変わりました。
1967 年の国内生産第一号の発売より、
ウエムラファミリーが手がけてきた
クレンジングオイルは、現在の UTOWA 製品を含め２０種類を超え進化を続けています。

限りなくぜいたく
限りなくシンプル
潤いと弾力を失いかけた肌を、
自分の力で
美しく甦らせることは出来るでしょうか。
OVは、その答えを自然界に見出しました。
独自成分「ボタニカルコンプレックスOV★」

UTOWA のクレンジングオイルが優れた洗顔料とされる
「理由」

W洗顔
不要

ウォーター
プルーフも
簡単オフ

油溶性の汚れはオイルで
抱き込み、そのオイルが水と
混ざり合い乳化する際に
水溶性の汚れも落とすので
W洗顔の手間がいらない。

オイルは拡散性が高く、
毛穴など隅々まで行きとどき
酸化した皮脂汚れやウォーター
プルーフ製品もしっかり落とす。

摩擦レス
肌に優しい

肌に優しく、
まろやかな感触の
オイルを厳選配合。
肌を必要以上にこすらないので
負担がかからない。

などの植物由来成分を惜しみなく注ぎ込ん
だ植物エキスの力と、角質層への浸透性に
優れたリポカプセルなど独自の技術で、
エイジングサインを見つめるプレミアム
スキンケアシリーズです。

洗い上がり
しっとり
つっぱらない

オイルならではの、すべりの良さ
と溶解力を生かした処方。
洗い上がり後にも水分と油分
のバランスのとれた心地よい
感触が得られる。

★メマツヨイグサ種子エキスとバクモンドウエキス
（ジャノヒゲ根エキス）に
よる植物性保湿成分

Cleansing

Lotion

洗うたびに美しく 心地よく落とす
植物ベースの上質クレンジング
OV クレンジング オイル
（クレンジングオイル）

清らかで強い肌へ
植物の力を凝縮した化粧水
OV ビューティ エッセンス SRⅡ
（化粧水）

420mL ¥16,500（税込）

420mL ¥16,500（税込）

210mL ¥ 8,250（税込）

210mL ¥ 8,250（税込）

肌に負担をかけずにしっかりと汚れを取り

肌荒れ防止にすぐれた効果が注目される
高純度の植物エキス※を厳選し、バランスよ

去り、洗浄効果を発揮するクレンジングオ
イル。ボタニカルコンプレックスOV ★がハリ
と潤いの減少に働きかけ、ツバキ種子油・
ア ボ カド 油 ※ 配 合 で 洗 い 上 がりの 肌 を

く配合しました。ボタニカルコンプレックス
OV ★ が肌本来の力を引き出し、
トラブルに
負けない強さを育みながら、キメの整った

しっとりと柔らかく整えます。

みずみずしい肌へと導きます。

※ 保湿成分

※ 植物エキス（保湿・肌荒れ防止成分）
オウレン根/クジン（クララ根）
/
キンギンカ（スイカズラ花）/オウゴン根/
ペパーミント（セイヨウハッカ葉）/トウキ根/
緑茶（チャ葉）/ユズ果実/クチナシ果実

★ メマツヨイグサ種子エキスとバクモンドウ
エキス（ジャノヒゲ根エキス）による植物性
保湿成分

Cream

Special Care
美しさを高める
上質な透明感あふれる肌へ

日中の環境ストレス * から肌を守る
朝用クリーム

肌代謝が活発な夜
ハリや弾力を守る夜用クリーム

OV デイ クリーム N

OV ナイト クリーム N

（弱油性保湿クリーム）

（エモリエントクリーム）

30g ¥7,700（税込）

30g ¥9,350（税込）

“乾燥”“紫外線”“酸化”に次ぐ第4の老化促進

肌の機能に着目し、すこやかな肌状態の充実

因子“糖化”に着目。肌のハリと弾力性を保つ
AGコンプレックス※、ボタニカルコンプレッ

を図るカミツレ花エキス※1、や潤いを呼び覚
ます 植 物 由 来 成 分 ※ 2 、ボタニカ ルコンプ

クスOV★を配合し、肌を守って充分な潤いを

レックスOV★をともにリポカプセルに配合。

保ちます。

角質層まで力強く働きかけ、肌ダメージを
ケアして豊潤なハリ感と弾力感を育みます。

＊ 気候の変化や乾燥、大気汚染など外部環境
の影響によりお肌が受けるストレス
※ 植物エキス（皮膚保護成分）
シャクヤク根エキス/
セイヨウオオバコ種子エキス

肌を呼び覚ます
トータルトリートメントマスク

※1 角質保護成分
※2 コーンステリルグルコシド
（スフィンゴ糖脂質：エモリエント成分）
/
アプリコットジュース（アンズ果汁：保湿成分）

OV PCエッセンス FD
（美容液）

フリーズドライ技術により、コラーゲン構造
をそのまま維持したピュアなコラーゲン※

〈1〉0.1ｇ×4個

を安定配合しました。角質層へスムーズに浸

〈2〉30ｍL

透しながらコラーゲン本来の高い保水力を

¥11,000（税込）

発揮し、潤いで満たされた透明感とすべるよ
うななめらかさをもたらします。

OV インテンシブマスクⅡ
（シート状美容液マスク）
28mL
（上用１枚＋下用１枚）×６枚セット

¥9,900（税込）

セラミド1※1を組み込んだリポカプセルをバージョ
ンアップ。※2リポカプセルを構成するスフィンゴリ
ピッドコンプレックス※3 のリニューアルにより充実
したハリ感と活力感を与えます。超極細繊維（マイ
クロファイバー）を外層に使用した３層構造の素材
がたっぷりと美容液を含み細かな部分にもフィット
するセパレート式シートを採用。乾燥・くすみ・ハリ

★ メマツヨイグサ種子エキスとバクモンドウ
エキス（ジャノヒゲ根エキス）による植物性
保湿成分

※ 水溶性コラーゲン（保湿成分）

のなさなど、エイジングサインを多角的にとらえる
トータルトリートメントマスクです。
※1 皮膚保護・整肌エモリエント成分
※2 旧製品との比較
※3 スフィンゴ脂質等を中心とした脂質の複合成分
（皮膚保護・整肌エモリエント成分）

Special Care
肌のハリと潤いに働きかけ
満ち足りた弾力感のある肌へ

ふっくら、しなやかな上質肌へ導く
軽やかなビューティオイル
誰もが憧れる透明感あふれる肌にとって
一番大切なのは潤い。

Ultimate Moisturizing
Moisture
Homeostasis
System
ML スキンケアは、“潤いを呼びさます”ことに徹底的にこだわりました。
独自のML モイスチュア ホメオスタシス システムにより、
潤いを「生み出す」
「とどめる」「逃がさない」の

OV アドバンス リペアセラム
（美容液）

30mL ¥13,200（税込）

角質細胞間脂質構造を健常な状態に保つ重
要な役割を、植物由来成分フィトステロール
サルフェートに新たに見出しその機能を解

OV リッチオイル アドバンス
（化粧用油）

30mL ¥13,200（税込）

必須脂肪酸やビタミンを含み、浸透性*に優
れた8種の植物性オイル成分※をバランス良
く配合した美容液。エモリエント効果、肌柔軟

明、これを中心とした独自のテクノロジー

効果により、乾燥が気になる肌をやわらげて

アドバンスフィトＬＢ処方※を開発しました。

潤いで満たし、ふっくらしなやかに整えます。

さらにこれまで培われたリポカプセルテクノ
ロジーとを集結して生まれた、活気に満ちた
印象を育む、弾むようなハリのための美容液
です。
※ 皮膚保護・整肌エモリエント成分

*角層まで
※ 植物性オイル（エモリエント成分）
アボカド油/ホホバ種子油/ツバキ種子油/
ハイブリッドサフラワー油 /
ローズヒップ油（カニナバラ果実油）
/
カカイナッツ油（カリオデンドロンオリノセンセ種子油）
/
バオバブ種子油/グリーンナッツ油（プルケネチア
ボルビリス種子油）

3段階保湿で、みずみずしくなめらかで透明感あふれる肌へと導き、

肌本来の保湿力を呼びさまし、自らの力をスムーズに発揮させます。

Lotion

Cleansing

優れた清浄効果により
肌を清潔に保ち、キメを整えながらなめらかに洗い上げます

肌なじみの良い植物オイルを厳選
いきいきとしたつやと柔らかさを与えながら洗い上げます
乾燥

バランス

ML スージングオイルクレンズ
（クレンジングオイル）

アンバランスになりがちな肌を健やかに保ち
なめらかな肌に導くクレンジングオイル。

ML リファイニングオイルクレンズ
（クレンジングオイル）

400mL ¥6,600（税込）

400mL ¥6,600（税込）

120mL ¥2,200（税込）

120mL ¥2,200（税込）

保湿成分：ML モイスチュア ホメオスタシス システム
（バクモンドウエキス（ジャノヒゲ根エキス）/
サクラ（ソメイヨシノ）葉エキス/ユズセラミド
(ユズ果実エキス）
精製した海洋深層水（海水）
整肌成分：日本産緑茶葉由来カテキン(チャ葉）
エモリエント成分：植物オイル
（ホホバ種子油/マカデミア種子油）

みずみずしい潤いで、キメ細かく
サラリとした健やかな肌へと導きます

肌表面の細部にまでいきわたりながら、
いきいきとしたつやと柔らかさを与える
クレンジングオイル。
保湿成分：ML モイスチュア ホメオスタシス システム
（バクモンドウエキス（ジャノヒゲ根エキス）/
サクラ（ソメイヨシノ）葉エキス/ユズセラミド
(ユズ果実エキス）
精製した海洋深層水（海水）
整肌成分：ローヤルゼリーエキス
エモリエント成分：植物オイル（オリーブ油/ヒマシ油/
アボカド油/ホホバ種子油/ブドウ種子油 他）

乾燥した肌にじっくりなじみ
しっとりとした潤いのある肌へと導きます

バランス

ML コンディショニングウォーター
（化粧水）

400mL ¥5,500（税込）
120mL ¥1,980（税込）

崩れやすい肌のコンディションを整えながら、
みずみずしい潤いを与えるバランシングタイプ
のローション。
保湿成分：ML モイスチュア ホメオスタシス システム
（浸透型アミノ酸誘導体(アセチルヒドロキシプロリン）/
ヒオウギエキス/ビルベリー葉エキス/サクラ（ソメイヨシノ）
葉エキス/セイヨウシロヤナギ樹皮エキス）
精製した海洋深層水（海水）
整肌成分：シャクヤク根エキス、ダイズ種子エキス

乾燥

ML モイスチャライジングウォーター
（化粧水）

400mL ¥5,500（税込）
120mL ¥1,980（税込）

肌に必要なエモリエント成分を与え、充実した
潤いと柔らかなハリをもたらす、エモリエント
チャージタイプのローション。
保湿成分：ML モイスチュア ホメオスタシス システム
（アミノ酸誘導体（アセチルグルタミン）/オーツ麦グルカン
（β-グルカン）/ビルベリー葉エキス/サクラ（ソメイヨシノ）
葉エキス/水酸化レシチン/セイヨウシロヤナギ樹皮エキス）
精製した海洋深層水（海水）
エモリエント成分：アボカド油、オリーブスクワラン
（スクワラン）

Emulsion / Cream
さわやかでみずみずしいテクスチャーで
肌の潤いを守ります

Refresher / Essence
しっとりとしたテクスチャーでなめらかに浸透し
肌をしっかり守ります

マイルドな使い心地で
手軽に素早く素肌へとリセット

〈作らない〉〈作らせない〉〈働かせない〉
に加え、〈追い出す〉の 4 つのアプローチ
で集中ケア

誰もが持っている肌本来の育む力に着目し
元気肌を目指します

ホワイト
ケア

ウトワ クレンジングウォーター
ML エマルション N
（保湿乳液）

たっぷりの潤いで満たすとともに
キメ細かく透明感のある肌に整える乳液。

50mL ¥4,400（税込）

ML セーラムクリーム N
（保湿クリーム）

34g ¥5,500（税込）
保湿成分：ML モイスチュア ホメオスタシス システム
（バクモンドウエキス（ジャノヒゲ根エキス）/
ゲンノショウコエキス/セイヨウナツユキソウ花エキス/
リン脂質コポリマー(ポリクオタニウム-51）
精製した海洋深層水（海水）
整肌成分：マンダリンオレンジ果皮エキス
セラミド2、アミノ酸誘導体（ヒドロキシプロリン）
マリンコラーゲン（水溶性コラーゲン）

するするとなじんで、外的刺激から肌を
プ ロ テクトするとともに 、ふっくらと
なめらかに保つクリー ム。
保湿成分：ML モイスチュア ホメオスタシス システム
（バクモンドウエキス（ジャノヒゲ根エキス）/
ゲンノショウコエキス/セイヨウナツユキソウ花エキス/
リン脂質コポリマー(ポリクオタニウム-51）
精製した海洋深層水（海水）
整肌成分：マンダリンオレンジ果皮エキス
パッションフルーツエキス（クダモノトケイソウ果実エキス）
トレハロース、クインスシードエキス、アルギニン

（拭き取りクレンジング）

ウトワ ホワイトクリアエッセンス
（美容液）

アクティブ
ケア

ウトワ NR エッセンス
（美容液）

160mL ¥3,080（税込）

30mL ¥8,800（税込）

30mL ¥8,800（税込）

肌の潤いを守りながら、
メイクアップや
肌表面の汚れをすっきりオフする、
かすかにとろみのあるテクスチャーの
クレンジングウォーター。

この一本で高機能成分を必要なところヘ
タイムリーにリリースする
シンプルなホワイトケア美容液。

肌に本来備わる力をサポートし
潤いに満ちた弾むようなハリのある
健やかな肌へ導くアクティブケア美容液。

整肌成分：オウゴン根エキス
無香料、オイルフリー、アルコールフリー

整肌保湿成分：タチバナ果皮エキス、カンゾウ根エキス
フィトスフィンゴシンWT（アセチルフィトスフィンゴシン）
MSコンプレックス（ヘキサペプチド-2/ソメイヨシノ葉エキス/
メリアアザジラクタ葉エキス/ゲンチアナ根エキス）
褐藻エキス（アスコフィルムノドスムエキス）、プルーン分解物
ビタミンC誘導体（アスコルビルリン酸Na）

保湿成分：アマチャヅル葉エキス、水溶性プロテオグリカン
浸透型アミノ酸誘導体CM（アセチルグルタミン/アセチル
グルタミンイソステアリルの複合成分）

UTOWA Skincare Chart
ウトコ DST シーウォーターミスト

季節や環境、肌のコンディションに合わせて、
組み合わせて使えるスキンケアラインナップ

（化粧水）
全5種

150mL ¥2,420（税込）
50mL ¥1,100（税込）

ラベンダー

ユーカリ

ローズ

モーニングブリス

トランキルグロー

心地よい穏やかな
グリーンフローラルの香り。
気分をゆったりと
落ち着かせたいときに。

爽やかで清涼感のある
ハーブ調の香り。
すっきりとリフレッシュ
したいときに。

華やかでエレガントな
フローラル調の香り。
心地よい優雅な気分に
なりたいときに。

リゾート地で迎える朝の
心地よい目覚めのような
爽快感を独自にセレクトした
ハーブの香りのブレンドで。

穏やかな安らぎに包まれる
ような至福のひとときを
感じるすっきりとした
ハーブの香りのアクセント。

HOW TO USE
乾燥対策

メイク直しに

ヘアケア

スキンケアの前や

メイクの上から

パサついた髪や

ボディケア

乾燥が気になる

お顔全体にミスト。

寝ぐせにミスト。

かかとも

ときにたっぷりミスト。

メイクは崩さず

きしまず

スベスベに。

素早く水分補給。

肌サラサラ！

サラサラに。

ひじ・ひざ・

深海の水とミネラルから生まれた全身に使えるウォーターミスト
高知県室戸岬で採水された、肌に近いpH値にある海洋深層水脱
塩水に水溶性アロマを溶かし込み「水そのもの」の感触を生かし
ました。
独自の微細な霧状スプレーで、メイクの上からでもご使用いただ
けます。
ミネラルを豊富に含み、肌なじみの良い深層水を、顔、ボディから
髪まであらゆるシーンの水分補給として保湿美容の強い味方に。

クレンジング
洗顔

化粧水

TOOLS

浄化

保水
収れん

プレ化粧水や
メイク直しの
水分補給に

無漂白コットン
サイズ：60×80mm 80枚入り
¥550
（税込）

無漂白で環境にやさしい柔らかな
■精製海洋深層水（海水：整肌成分）
■マリンミネラル（海塩：整肌保湿成分）
海洋深層水を脱塩処理したときに採取されるマリンミネラル。マグネシウム、
カルシウム、カリウム、ナトリウム、亜鉛など、肌に必須のミネラルを含んで
います。
室戸岬は距岸約2kmの位置から急激に深くなっている地形であり、水深
2000ｍ付近まで沈み込んだ海水が、陸棚に遮られることで反転し湧昇する
珍しい海域であるため、水深約300ｍ〜400ｍの比較的浅い部分で海洋
深層水がダイレクトに取水できます。陸水や化学物質等による汚染が無く、
安全で清浄な水です。長い年月、深層をゆっくりと循環して成熟するため
水のクラスターが小さく、肌なじみに優れた性質を持ちます。
■水溶性アロマ（香料）
ほとんどの化粧水はオイルベースの香料を使用していますが、自然な水の
感触をそのまま生かすため独自開発した香料です。
この香料を独自技術に
より深層水に溶かし込んだウォーターミストです。

美容液

活性
修復

乳液

保護
保湿

クリーム

感触の高品質の大判コットン。
「エコテックス規格100」認定製品。

綿棒
(40本入り）¥385
（税込）

