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高機能でありながら低刺激で肌にやさしい成分「純国産フコキサンチン※1」の含有に成功
東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュの皮膚科医※2 が特別監修
環境に配慮した究極の“ホテル バスアメニティ”

「ザ・カハラ バスアメニティ」
2020 年 7 月 27 日新発売

リゾートトラスト株式会社（以下、リゾートトラスト）のグループ企業である株式会社アドバンスト・メディカル・ケア
（東京都港区、代表取締役社長：古川哲也）は、従来のホテル向けバスアメニティのクオリティを越えた、“進化
系バスアメニティ”「ザ・カハラ バスアメニティ」（全 7 品）を 7 月 27 日（月）より発売いたします。
スタイリッシュでシックな装いの今回のバスアメニティは、2020 年 9 月 23 日（水）に横浜・みなとみらいにリゾート
トラストが開業予定である、「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」の客室内に常備されるオリジナルアメニティとし
ても提供されます。
「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」は、ハワイ州オアフ島にある創立 50 年以上の伝統をもつ名門ホテル
「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」の名を冠した一般のお客様向けのハイエンドブランドとして、リゾートトラストが世
界で初めて展開するラグジュアリーホテルです。その上質な宿泊体験に華を添えるバスタイムに相応しいアイ
テムとして選ばれたのが、「ザ・カハラ バスアメニティ」です。

本商品は、美容皮膚科医監修の下、100ｋg の褐藻（かっそう）類からわずか１から 3g 程度しか生産できないほ
ど貴重な純国産「フコキサンチン」という成分を配合しました。鮮度を保つことが非常に難しく、希少成分といわ
れる「フコキサンチン」の効果を最大限に追求しつつ、肌や髪をしっかりとケアしデリケートなお肌の方でも安心
してお使いいただける優しい処方です。更に、「フコキサンチン」を新鮮なままお使いいただくため、本商品の
使用期限は 1 年間としています。
商品パッケージは一般のプラスチックボトル使用時よりも約 64.77%のプラスチックゴミの削減が可能なパウチ型
容器※③を採用し、自然環境にも配慮。また液漏れしにくいこだわりの形状が非常に特徴的で容量の充填は、1
つずつ手作業で丁寧に施しています。
【商品概要】

◆ザ カハラ ボディソープ、バブルバス、ボディローション、リペアシャンプー、リペアコンディショナー
内容量

各 30ml

香り

「和」を感じさせてくれる「グリーンティー アンド ウィロー」

価格（税込）

各 352 円

発売日

2020 年 7 月 27 日（月）

販売先

東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュ／ヘルスケアショップ TMMC Plus
アドバンスト・メディカル・ケア オンラインショップ※オンラインショップは 7/28 から

◆ザ カハラ バスオイル (2 種類)
内容量
各 7ml
香り

・日本のバスタイムの定番であるヒノキの香り「サイプレス」
・ザ・カハラ・ホテル＆リゾートがあるハワイをイメージした代表的な香り「プルメリア」

価格（税込）

各 198 円

発売日

2020 年 7 月 27 日（月）

販売先

東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュ／ヘルスケアショップ TMMC Plus
アドバンスト・メディカル・ケア オンラインショップ※オンラインショップは 7/28 から

【商品特徴】
➀ 6 つの無添加
着色料・パラベン・エタノール・鉱物油・石油系界面活性剤・動物由来原料を使用していないのでデリケートな

お肌の方でも安心してお使いいただけます。
② シャンプー・コンディショナーには、髪のダメージケア成分を配合
コメ由来のタンパク質※が髪のダメージ部分に吸着し、水をはじくような健康的な髪へと補修します。指通り・くし
通りもなめらかな美髪へと導きます。

≪イメージ図≫
※コメ由来の植物タンパク質（セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク：保湿成分）

③ サステナビリティへ配慮した容器の採用により約 64．77％のプラごみが削減可能に
資源の枯渇や地球温暖化といった、世界規模で取り組む必要のある「環境問題」。パッケージにも環境配慮し、
一般的なボトル型バスアメニティのプラスチック量と比較し、約 64.77％のプラごみが削減可能となる容器を採用。

L 一般的プラスチックボトル（30ml）8.8g/個 パウチ型ボトル（30ml）3.1g/個 3.1÷8.8≒35.23％（64.77％削減）
L グラム数として 5.7g の削減。仮に年間 18.7 万本※とすると、※室数 137 室（カハラスタンダードルーム室数合
計）想定定員 1.65 部屋稼働 70％ 利用率 60％とすると、987,623g ≒987 ㎏ ≒0.98t 年間約 1t のプラスチ
ック量削減になります。
※1「純国産フコキサンチン」
フコキサンチンとは、昆布・わかめ等の褐藻類に含まれる脂溶性のカロテノイドの一種で、100kg の渇藻類から
わずか 1～3g 程度しか生産できないほど、非常に貴重な成分です。ザ・カハラ バスアメニティには、日本産の
わかめが原料であるフコキサンチンを採用しております。フコキサンチンは、抗肥満作用、血糖降下作用、抗酸
化作用等、数多くの作用があると報告されておりますが、近年スキンケアでも研究が進められています。

●紫外線ダメージ※抑制（※紫外線による乾燥ダメージ） ●皮膚のくすみ・黒ずみ※ケア（※古い角質や乾燥によるもの）
●肌にハリ・弾力を与える

●肌荒れを防ぐ

※2 東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュ 上島院長監修
＜クリニックの特徴＞
東京ミッドタウンのタワー棟 6 階に位置する東京ミッドタウンクリニックは、複数のクリニックが併設され、一般保
険診療からエグゼクティブ医療サービス、先端がん治療や審美歯科・エイジングケアメニューまで幅広い医療
サービスを提供しています。中でも「東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュ」では、美容皮膚科・美容外
科・一般皮膚科・一般形成外科そしてエステティックの技術とホスピタリティを導入し、垣根を超えた「統合美容
医療（Advanced Medical Aesthetics）」を提供しています。
＜上島朋子院長 プロフィール＞
病理学の研究を経て皮膚科医になった経歴から、「肌」という繊細な臓器をまずしっかりと見つめ治療・施術を
ご提供することをモットーとする。「肌の健やかな美しさ」にこだわり、疾患の治療から先端美容医療、そして再
生医療の研究まで手がける。1992 年新潟大学医学部卒業。1996 年新潟大学大学院修了。東邦大学医学部
大森病院、栃木県立がんセンター、財団法人鎌倉病院皮膚科部長を経て 1999 年より 10 年間、神奈川美容外
科クリニックに非常勤医師として勤務、2016 年 8 月よりノアージュ勤務を開始し、2018 年 5 月より東京ミッドタウ
ン皮膚科形成外科ノアージュ院長に就任。

＜商品販売店舗＞
東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュ
・所

在

地：

〒107-6206 東京都港区赤坂 9-7-1
ミッドタウン・タワー6F

・院
・Ｕ

長：
Ｒ

Ｌ：

上島朋子 （かみしまともこ）
https://www.noage-amc.com/

ヘルスケアショップ TMMC Plus
・所

在

地： 〒107-6206 東京都港区赤坂 9-7-1
ミッドタウン・タワー6F ミッドタウンクリニック内

・営 業 時 間： 平日（月～金）10:00～18：00
※休業日：土・日・祝祭日
・Ｕ

Ｒ

Ｌ：

http://www.tmmcplus.com/

アドバンスト・メディカル・ケア オンラインショップ
・Ｕ

Ｒ

Ｌ：

https://amc.munoage.com/

※オンラインショップは 7/28 から
【株式会社アドバンスト・メディカル・ケア】
会員制ホテル事業などを展開するリゾートトラスト株式会社のグループ企業として、東京ミッドタウンクリニックを
はじめ、全国の医療施設のプロデュースを行い、日本の長寿社会において“より健康に”“より美しく”生きるため
のベストソリューションを提案。メディカルサービスだけではなく、医師監修による高付加価値サプリメントや化粧
品開発といった分野にも積極的に取り組んでいる。化粧品「MUNOAGE(ミューノアージュ)」は東京ミッドタウン
皮膚科形成外科ノアージュと共同開発。
・所

在

・設

地：
立：

〒107-6206 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー6F
2006 年 2 月

・代

表

者：

代表取締役社長 古川哲也

・資

本

金：

100,000,000 円

・主な業務内容：

医療施設の運営支援ならびにサプリメント・化粧品の企画、販売等

・Ｕ

https://www.amcare.co.jp/

Ｒ

Ｌ：

■㈱アドバンスト・メディカル・ケアが運営する大人の女性医療サイト「アイラシイ」： https://www.ilacy.jp/

【商品に関するお問合せ】
TEL：0120-260-386
9:00～17:00（日・祝日除く）
【メディア関係者お問合せ先】
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 広報課
TEL：03-6890-0015 ／ FAX：03-6770-2050 ／ E-Mail：pr@tokyomidtown-mc.jp

