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NEWS RELEASE             

報道関係者各位 

 

2021年 10月 7日 

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 

 

 

婦人科学発想で女性の健やかな美しさを支える「セルフケア※1ブランド」 

「est’re®」（エストール）誕生 

腟内の善玉菌「ラクトバチルス乳酸菌」配合の 

デリケートゾーン専用ケアシリーズを 10月 20日（水）に発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、女性の体に起こる様々な変化に着目した婦人科学発想のセルフケア※1 ブ

ランド「est’re®」（エストール）を新たに立ち上げ、ブランド商品の第一弾として「デリケートゾーンケアシリーズ」4 商品

を 10月 20日（水）より発売いたします。 

  

 生理痛の改善、不妊対策、更年期障害など女性が抱える健康の課題を解決する「フェムテック」や「フェムケア」とい

う言葉をよく耳にするようになり、タブー視されていた女性特有の悩みもオープンになりつつあります。そして現在では、

悩みの解消だけでなく、女性が心地よく生活するためのケア商品にも注目が集まってきています。 

 
※1 年齢に応じた栄養補給や化粧品によるケア 
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この女性特有の悩みに大きく関わる女性ホルモン「エストロゲン」は、生理、妊娠・出産、プレ更年期、更年期、閉 

経といった思春期から閉経まで体に起きる変化に関わっています。エストロゲンが分泌される量は 20、30 代をピーク

に閉経へ向かって減少傾向へ。その変化に応じて、それぞれの年代ごとに女性の心と体に大きな影響を与え、女性

ならではの不調にも関与しているといわれています。 

 

本ブランドは、婦人科学発想でどんな女性にもある心と体の揺らぎをサポートする、正しいセルフケア※1商品を展開

します。第一弾の商品として、世代を超えて浸透してほしい「デリケートゾーン」のケアシリーズ、「デリケートソフトウォッ

シュ」、「デリケートソフトジェルクリーム」、「デリケートリッチオイルセラム」、「インナージェル ラクトバチルス乳酸菌配

合」の 4商品を発売いたします。 

なお、商品全ての容器の一部に、サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスプラスチックを使用。商品パッケ

ージは適切に管理された FSC認証の森林資源を採用し環境への配慮も行っています。 

 

 

-ブランドメッセージ- 

自分らしさ、一歩前へ。 

生き方が多様化する現代。一人ひとりのライフスタイル、ライフステージに合った女性ホルモンとの付き合い方を知るこ

とで、女性の可能性はより広がる。そう私たちは考えます。婦人科学の観点から、心身の向上にアプローチし、本来の

ポテンシャルを引き出すセルフケア※1ブランド「エストール」。一歩先の美と健康を私たちがお届けします。 

 

 

-ブランドロゴ- 

 

 

est’re®＝estrogen + re 
女性の輝きのために、何度も繰り返し刻まれる、女性らしさのリズム。 

女性の生涯で何度も刻まれるリズムのように、 

私たち「est’re®」は女性の体に寄り添い続けます。 

 

 

【デリケートゾーンケア商品の特徴】 

・腟内フローラに着目し、腟内の善玉菌「ラクトバチルス乳酸菌」を配合 

良い腟内環境はラクトバチルス乳酸菌が豊富であるといわれています。本ブランドのデリケートゾーンケア商品全てに

ラクトバチルス乳酸菌を配合しました。 

 

・低刺激の「6つの無添加」でやさしくケア 

デリケートな場所だからこそ、低刺激なウォッシュや保湿剤でやさしくお手入れすることが大切です。本商品では、6 つ

の無添加を採用しています。 

 

着色料 合成香料 防腐剤（パラベン） アルコール（エタノール） 鉱物油 石油系界面活性剤 無添加 

※1 年齢に応じた栄養補給や化粧品によるケア 
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・環境へ配慮し「バイオマスプラスチック」・「森林資源」を使用したパッケージを採用 

「デリケートソフトウォッシュ」「デリケートソフトジェルクリーム」「デリケートリッチオイルセラム」の商品パッケージの一部

にサトウキビを原料とした植物由来素材「バイオマスプラスチック」を使用しています。サトウキビから砂糖を精製する際

に「排出される部分」を利用し、食べ物を犠牲にすることなく、さらに CO2 排出量の抑制にも繋がります。また、商品の

箱には FSC 認証の森林資源を採用。持続可能な森林活用・保全を目的として誕生した「適切な森林管理」を認証す

る、国際的な制度 FSC認証を得たパッケージを使用しています。 

 

【商品ラインナップ】 

エストール® デリケートソフトウォッシュ 

ボディ用洗浄料｜100mL｜2,475円（税込）  

オレンジブロッサムの香り（ローズマリー・ゼラニウム・オレンジ）。 

唇よりも薄く、複雑なひだや凹凸のある皮膚も、刺激を与えずきちんと汚れを

落とすアミノ酸由来の洗浄成分を厳選。 

大切な善玉菌を残して不快感を残さない、２つの働きを叶える洗浄料。 

還元発酵乳酸菌®（皮膚コンディショニング成分）※配合 

※乳酸菌培養液、デキストリン、ウメ果実エキス、海水 

 

エストール® デリケートソフトジェルクリーム 

ボディ用クリーム｜100g｜3,520円（税込） 

還元発酵乳酸菌®（皮膚コンディショニング成分）※が善玉菌をサポートし、厳

選した植物エキスで、肌トラブルを健やかにケア。みずみずしいうるおいが広

がり、本来の心地よいデリケートゾーンへ。脱毛後の肌や乾燥によるくすみの

気になる肌にも。 

還元発酵乳酸菌®（皮膚コンディショニング成分）※配合 

※乳酸菌培養液、デキストリン、ウメ果実エキス、海水 

 

エストール® デリケートリッチオイルセラム 

ボディ用オイル美容液｜15mL｜8,800円（税込）  

乾燥や摩擦による刺激から、4 種の高保湿植物オイルで皮膚をバリア。高い

保湿力とともに、ローズプラセンタエキスが失われがちな柔軟性を与え、ふっ

くらと潤いに満ちたデリケートゾーンへ。 

還元発酵乳酸菌®（皮膚コンディショニング成分）※配合 

※乳酸菌培養液、デキストリン、ウメ果実エキス、海水 

 

エストール® インナージェル ラクトバチルス乳酸菌※配合 

インナージェル｜1.7g×10本入り｜4,950円（税込）  

ラクトバチルス乳酸菌や乳酸、ヒアルロン酸配合のインナージェル。滑らかな

使い心地でうるおいを届ける新しいアプローチ。 

あきらめていた不快感、潤い不足にも。潤滑剤としても使えます。 

※乳酸桿菌、乳酸桿菌／大豆発酵エキス 
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【販売店舗】 

est’re®（エストール）公式サイト 

・Ｕ   Ｒ   Ｌ：  https://estre.jp/ 

 

浜松町ハマサイトクリニック 

・所   在   地：  〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング２F  

・Ｕ   Ｒ   Ｌ：  https://www.hamasite-clinic.jp/ 

 

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/ 

 

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/ 

 

【ブランド監修】 

＜吉形玲美医師（よしかた れみ） プロフィール＞ 

 吉形 玲美（よしかた・れみ） 医学博士  

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医  

医療法人社団ミッドタウンクリニック特別顧問（女性医療研究主幹）  

医療法人社団進興会特別顧問 浜松町ハマサイトクリニック婦人科医師  

東京女子医科大学病院産婦人科非常勤講師  

 

東京女子医科大学医学部卒業。同大学産婦人科の臨床の現場で婦人科腫瘍手術をは

じめ、産婦人科一般診療を手掛ける傍ら女性医療・更年期医療の様々な臨床研究に携わ

る。女性予防医療を広めたいという思いから、2010 年より浜松町ハマサイトクリニックに院

長として着任。現在は同院婦人科専門医として診療のほか、予防医療研究に従事。更年期、妊活、生理不順など、ゆ

らぎやすい女性の体のホルモンマネジメントを得意とする。40 代以降の女性の健康の鍵を握る成分「エクオール」に

おいては、その臨床研究をリードしており、女性医療・更年期医療に注力している。 

 

<ブランディングアドバイザー> 

「est’re®」（エストール）は、ブランドの思いをより多くの女性にお伝えするためブランディン

グパートナーに、柴田陽子事務所を迎え、ブランドコンセプトや商品の容器一つひとつを

カタチに落とし込み「est’re®」（エストール）の世界観を完成しました。 

柴田陽子事務所： https://shibajimu.co.jp/ 

代表取締役: 柴田陽子 

 

 

 

https://estre.jp/
https://www.hamasite-clinic.jp/
https://www.noage-amc.com/
http://www.tmmcplus.com/
https://shibajimu.co.jp/
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「est’re®」（エストール）は「Femtech Fes！2021」のパートナーです 

「est’re®」は、10 月 22 日（金）～24 日（日）に六本木アカデミーヒルズにて開催される「Femtech Fes！2021」(主催：

fermata 株式会社)のパートナーです。イベントでは、ブースの設置、サンプリングの他、ゲストにモデルの IMALU さん

をお招きし、est’re®監修の吉形玲美医師による「デリケートゾーンケア」のワークショップを実施いたします。  

 

<吉形玲美医師による「デリケートゾーンケア」ワークショップ> 

タイトル： デリケートゾーンモヤモヤ発散会 

日時：  2021年 10月 23日（土） 17:15～18:00  

場所： 六本木 アカデミーヒルズ (ラウンジ 49、カンファレンス 7)  

 

※ワークショップの参加には事前に、「Femtech Fes！2021」への参加登録が必要です。 

Femtech Fes！2021： https://hellofermata.com/pages/femtechfes2110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「est’re®」（エストール）の SDGsへの取り組み 

■あらゆる年齢のすべての人々の健康生活を確保し、福祉を推進 

婦人科学の観点から、女性の心身の向上にアプローチし、本来のポテンシャルを引き出すセルフケア※1 

ブランド「エストール」で一歩先の美と健康をお届けいたします。 ※1 年齢に応じた栄養補給や化粧品によるケア 

■ジェンダーの平等を実現し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 

婦人科学の知恵を生かすことで、より自分らしく活躍できるように女性をサポートいたします。 

■持続可能な消費と生産のパターンを確保 

持続可能な環境に配慮した製品パッケージを採用しています。 

IMALU さん 

https://hellofermata.com/pages/femtechfes2110
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【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/ 

 

※本リリースに記載している内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がございますので       

ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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://www.amcare.co.jp/

