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手肌をしっとりと清浄に保つミストタイプの化粧水 

今注目の「ダチョウ卵黄エキス※1」を配合 

「ミューノアージュ V BLOCK スプレー」 

12月 10日（木）より新発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、スキンケアブランド「MUNOAGE（ミューノアージュ）」から、ダチョウ卵黄エキ

ス※1を配合した化粧水「ミューノアージュ V BLOCK スプレー」を 12月 10日（木）に発売します。 

本商品は化粧品・健康食品の製造及び販売を行う株式会社ジールコスメティックスとの共同企画により商品化いた

しました。 

 

【商品開発の背景】 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染予防のために毎日こまめな手洗いや、アルコール消毒をする機会が

増えました。手洗いやアルコール消毒により、手荒れや乾燥、アルコールによるかぶれなど、私たちの手・肌には負担

ミューノアージュ V BLOCK スプレー 



がかかっています。東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュには、「最近、手や指の洗浄・消毒で手がひどく荒れ

てしまう」、「肌が弱いのでアルコール消毒は避けたい」といった患者様の声があり、手や指の荒れや乾燥で悩まれて

いる方が多くいらっしゃることを実感しました。 

 

そこで、「何とか手肌をいたわりながら清潔に保てる商品を開発したい」という思いから着目したのがダチョウ抗体配

合製品の「V BLOCK SPRAY」（製造販売元：株式会社ジールコスメティックス）でした。リゾートトラストでは 2020年 7

月より一部施設（「ベイコート倶楽部」「エクシブ」「リゾーピア」「サンメンバーズ」「ホテルトラスティ」「ザ・カハラ・ホテル

＆リゾート 横浜」）において、ウェルビー株式会社を通じて「V BLOCK SPRAY」およびその業務用製品である「V 

BLOCK Air」を調達し、これらを使用した感染予防対策を行いました。この取組のなかでダチョウ抗体配合製品の有

用性を確信したため、ウェルビー株式会社に化粧品としての新商品の OEMアレンジも委託し、各社による協力関係

を推進して、新たに化粧品分野おける「V BLOCK」ブランドと「MUNOAGE（ミューノアージュ）」のコラボレーション製

品が実現しました。 

当社はこのコラボレーション ― 「V BLOCK」ブランドによるウイルス対策と「MUNOAGE（ミューノアージュ）」の良

質なスキンケア ― が共にお客様の快適な時間につながることを願っています。 

 

近年、ダチョウ抗体の活用の可能性がさまざまなメディアで話題となり、「V BLOCK SPRAY」は 2020年 3月の発売

直後から品薄状態が続いている注目の商品です。 

今回「MUNOAGE（ミューノアージュ）」では、ダチョウ卵黄エキス※1に加えて保湿成分のセラミドを配合し、化粧水と

して手だけでなく顔や髪などに吹きかけて使用できる新商品を開発しました。 

 

本商品は、アルコールを使用していないため、アルコール消毒時の「荒れる」や「しみる」などといったお肌のお悩み

にも対応しながら、皮膚を清潔に保ち、手肌に潤いを与え保護できます。 

 

【商品概要】 

 

※1：ダチョウ卵黄エキス（保湿成分） 

開発者：京都府立大学 学長 生命環境科学研究科教授 塚本 康浩 

商品名 ミューノアージュ V BLOCK スプレー 

価格 6,380円（税込） 

内容量 50ml 

発売日 2020年 12月 10日（木） 

取扱店舗 MUNOAGE 公式オンラインストア / 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 / 日本橋室町三井タワー ミッド

タウンクリニック / リゾートトラスト一部施設※3（ホテル内ショップ等） 

商品特徴 ・ダチョウ卵黄エキス※1に加えて、保湿成分セラミドやヒアルロン酸など配合

し、しっとりと潤いを与えます。 

・MUNOAGEブランドのお約束する「6つの無添加」※2を採用。お肌の弱い

方や、お子様、ご高齢の方にも安心してお使いいただけます。 

・ミスト式の化粧水なので、お出かけ前や、外出先でも顔や髪など気になる

ところにシュッと吹きかけてお使いいただけます。 



地球上最大の鳥類であるダチョウは、驚異的な免疫力と回復力を持っています。その生命力と卵の大きさ、産卵量に

着目し、ダチョウの無精卵からダチョウの命を犠牲にすることなくスピーディーかつ質のよい 

成分を抽出することに成功しました。また、熱や酸性、アルカリ性どちらにも強くさまざまな製品への活用が世界中から

期待されています。 

 

※2：「６つの無添加」 

無香料、無着色、鉱物油不使用、石油系界面活性剤不使用、アルコール（エタノール）フリー、防腐剤（パラベン）不

使用。 

 

※3：リゾートトラスト一部施設（ホテル内ショップ等） 

東京ベイコート倶楽部/ラグーナベイコート倶楽部/芦屋ベイコート倶楽部/エクシブ那須白河/エクシブ山中湖/エク

シブ軽井沢/エクシブ蓼科/エクシブ湯河原離宮/エクシブ箱根離宮/エクシブ伊豆/エクシブ浜名湖/エクシブ鳥羽別

邸/エクシブ琵琶湖/エクシブ京都 八瀬離宮/エクシブ白浜アネックス/エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ/エクシブ

有馬離宮/エクシブ淡路島/エクシブ鳴門/ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 （2020年 12月 10日現在） 

 

【商品取扱店舗】 

MUNOAGE（ミューノアージュ）オンラインストア 

ラグジュアリーでワンランク上のお手入れを叶えつつ、ハリ不

足、新たに増えるシミ、ごわつき、薄毛など年齢サインの悩みに先

端美容医療の発想で応えるエイジングケア化粧品として、2008年

に生まれたのが「MUNOAGE(ミューノアージュ)」です。肌にやさし

く美容効果も期待できる成分を厳選し、敏感肌の方にもお使いい

ただけるよう、「無香料」「無着色」「鉱物油不使用」「石油系界面

活性剤不使用」「アルコール（エタノール）不使用」「防腐剤（パラ

ベン）不使用」の MUNOAGE「6つの無添加」をお約束する商品

を展開しています。 

・U R L ：  https://www.munoage.com/ 

・T E L ： 0120-260-386 （月～金 9：00～17:00 ※土日・祝祭日除く） 

 

東京ミッドタウン皮膚科形成外科 Noage(ノアージュ)  

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、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 Noage(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により、垣根を超えた「統合美容医療（Advanced

 Medical Aesthetics）」を提供しています。 

https://www.munoage.com/


・クリニック名： 東京ミッドタウン皮膚科形成外科 Noage(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 

・Ｕ Ｒ Ｌ ：  https://www.noage-amc.com/ 

・T E L ： 03-5413-0082 (月～金 10:00～19:00 / 土・祝 10:00～18:00） 

・診療科目： 一般皮膚科・美容皮膚科・一般形成外科・美容形成外科 

・院 長 ： 上島朋子（かみし まともこ） 

 

ヘルスケアショップ TMMC Plus 

ヘルスケアショップ TMMC Plusは、お客さまが、"より健康でより

美しい生活"を過ごされるための様々なご要望にお応えする"メディカ

ルヘルスケアショプ"です。健康に関するお悩み等がございましたら、

ショップ常駐の管理栄養士にご相談ください。東京ミッドタウンクリニッ

クグループの医師・薬剤師と連携のもと、健康管理のサポートをいた

します。 

 

 

・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/ 

・T E L ： 03-5413-7913 (月～金 10:00～18:30 ※土日・祝祭日除く) 

 

日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック 

充実した医療機器や検査の導入はもちろん、IoT、AIシステムを

駆使し医療に新しい価値をもたらすクリニックとして 2020年 5月に

開設しました。約 600坪のフロアには健康診断・人間ドック、外来施

設があり、くつろぎを追求した男女別の受診エリア（一部検査を除く）

の採用や、内視鏡検査、MRI、CTなど幅広い検査ニーズに対応。

外来診療では、健康診断後のフォローや二次検査、かかりつけ医と

しても承ります。 

 

・クリニック名： 日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック 

・所 在 地 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 3-2-1日本橋室町三井タワー7F 

・Ｕ Ｒ Ｌ ：  https://www.mtc-nihonbashi.jp/ 

・T E L ： 03-3231-2071 (月～金 9:00～12:30 / 14:00～17:30 ※土日・祝祭日除く） 

・診療科目： 人間ドック・健康診断・内科（一般内科・漢方・禁煙治療・睡眠時無呼吸）・循環器内科 

消化器内科・糖尿病内科・心療内科・精神科 

・院 長 ： 畑 啓介（はた けいすけ） 

 

 

 

https://www.noage-amc.com/
http://www.tmmcplus.com/
https://www.mtc-nihonbashi.jp/


【株式会社ジールコスメティックス】 

ダチョウ抗体の他に類を見ない可能性に着目し、2011年に創業。 

肌トラブルや感染症など、世界中で起きているさまざまな問題をダチョウ抗体によって、根本的な解決へと導くための

研究開発と製品化を行っています。 

・代  表  者： 代表取締役 前田 修 

・Ｕ Ｒ Ｌ：  https://zlc.jp/ 

 

【ウェルビー株式会社】 

・基本理念： ウェルビー株式会社は世の中で支援を求めている方に対して、「社会福祉」を通じ「希望」を提供 

します。 

・経営理念： 全従業員の自己実現と幸福を追求するとともに、すべての人が「希望」を持てる社会の実現に向 

けて。 

・代  表  者： 代表取締役社長 大田 誠 

・Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.welbe.co.jp/ 

 

【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。 

・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  

・設    立：  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 Ｒ Ｌ：  https://www.amcare.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品に関するお問い合わせ】 

TEL：0120-260-386   

9:00～17:00（土日・祝除く） 

【メディア関係者お問い合わせ】 

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 

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

