
部屋干しのニオイ
香り
ライン 汗や体のニオイ

プレミアム
消臭

　「お洗濯で、衣類やタオルのイヤなニオイを抑えて、ナ
チュラルな香りを楽しみたい」そんなお声にお応えしてい
るのが「香りとデオドラントのソフラン」。
　「プレミアム消臭」の２品は、「ナノ消臭成分」と「消
臭ハーブカプセル」のダブルの消臭効果で、汗や体臭の
ニオイを着用中まで抑えます。ホワイトハーブアロマの香り
と、フルーティグリーンアロマの香りは、男性の衣類にも
使いやすく、これからの暑い季節にも大活躍。

　「香りライン」の２品は、「部屋干し抗菌成分」の働きで、
部屋干し中のイヤなニオイの発生を抑えます。ピュアなア
ロマの香りを引き出し、部屋干ししているお部屋にも心地
よい香りが広がります。この春フローラルアロマの香りはよ
り華やかに、アロマソープの香りはよりみずみずしくリフレッ
シュ。うっとうしい梅雨時期にもおススメです。
　お洗濯物のニオイの悩みを解決しながらアロマの香りを
楽しみましょう。

解決したい！ 解決したい！解決したい！ 解決したい！

ベタつく汗も気にならない！

通勤途中や待ち合わせ場所に向かう時、
大量の汗をかいてしまうことがありますよね。

衣服についた汗は時間が経つと嫌なにおいになってしまうことも。
汗臭いにおいで周囲に不快な思いをさせずに、

自分も爽やかに過ごせるおすすめにおいケアアイテムをご紹介します。

フローラル
アロマの香り

フルーティグリーン
アロマの香り

部屋干し中も、ローズを中心と
したより華やかなアロマの香り。

ダブルの消臭成分に、爽やかな
フルーツの香りでスッキリ。

香りとデオドラントの
ソフラン

アロマソープの
香り

ホワイトハーブ
アロマの香り

部屋干し中も、みずみずしい
ソープの香りで清潔感アップ。

１日中続く消臭効果に、スズラン
などをブレンドしたハーブの香り。

W消臭

W消臭

香りとデオドラントのソフラン
プレミアム消臭

香りとデオドラントのソフラン
プレミアム消臭

香りとデオドラントの
ソフラン

お問い合わせ ライオン　お客様センター 0120-556-973

柔軟剤で部屋干しや汗のニオイも解消着ている時もニ
オイ抑え

る

　ソフラン

〈フローラルアロマの香り〉

ローズを中心としたフローラル骨格に
パウダリーな甘さを絡めた華やかな香り。

ジャスミンを中心としたフローラル骨格に、
ベビーパウダーのようなソープ感、
パウダリー感が広がる香り。

ラズベリー

ピーチ アップル

ムスク
サンタルウッド スウィート

ピンクローズ ピオニー

トップノート

ミドルノート

ラストノート パウダリー
ムスク アンバー

ジャスミン オレンジフラワー

最初に感じる香り

中心となる香り

乾いた後まで残る香り
ニオイ成分の性質を変化させて消臭！2

着用中に発生したニオイに対して
消臭ハーブカプセルが効果を発揮！4

ナノ消臭成分がニオイ成分を取り込む1

消臭ハーブカプセルがセンイに残る3

ニオイがしない！ ニオイを消す！ナノ消臭
成分

皮脂・汗の
ニオイ 消臭

ハーブ
カプセル

消臭ハーブ
カプセル

1 洗濯中 2 乾いた後 3 着ている間

汗臭 皮脂臭

ナノ消臭メカニズム（イメージ図）

センイセンイセンイ センイセンイセンイ

32

1
4

「香りとデオドラントのソフラン」は、
イヤなニオイをおさえていい香りを残します。

お洗濯物のニオイの悩みを
タイプ別に解決してくれます。

※いずれもつめかえ用もあります。

〈アロマソープの香り〉

ラベンダー ピンクペッパー

デオドランドブランド「エージープ
ラス」に「エージーデオ２４」が
新登場！　「２４時間、いつでも肌
快適ケア」をコンセプトに、汗を
抑える効果と汗が流れ落ちにくい
機能が強化されています。高密
着処方で肌にピタッと密着してニ
オイ菌を殺菌！

オープン価格／資生堂
問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-30-4710

無香料で白くならずにさらさら快適

制汗＆デオドランドのパウダースプ
レー。汗、におい、ベタつきを抑え、
シルクパウダーでさらさら美肌を実
感できます。９０種類以上の天然
エッセンス配合。厳選したローズの
香りを研究してたどり着いた「サラ
スウィートローズの香り」の優しい
香りを長く楽しめます。

90g　税抜価格 800円／カネボウ化粧品
フリーダイヤル0120-518-520

汗やベタつきを抑えて優しい香りが続く

無香料・無着色の天然デオド
ラント成分「アルム石」を主成
分とした足用制汗剤。汗吸収
パウダーとティーツリーハーブ
配合で、1日コップ 1 杯の汗を
かくという足に直接塗るクリー
ムタイプで、気になる足のにお
い・ムレ・ベタつきを防ぎます。

30g　税抜価格 1,000 円／シービック
お客様相談室 03-5414-0841
（9:00～16:30 土日・祝日をのぞく）

足専用の直ヌリ制汗デオドラント

逆さにしても使える容器で背中にも
プッシュが簡単！　全身の汗やにお
いにシャワー感覚で使えるウォー
タータイプの制汗剤です。ナノイオ
ン殺菌成分が毛穴の皮脂に浸透し
て、におい予防。さらにマイクロパ
ウダーで肌のベタつきを抑え、高
いサラサラ効果を実現します。

120ml　オープン価格／ライオン
お客様センター　フリーダイヤル0120-556-913

上品リッチな香りでさっぱり

フレッシュローズの心地よい使
用感とともに、薬用有効成分イ
ソプロピルメチルフェノールが優
れた殺菌効果を発揮し、ニオイ
の元となる汗や皮脂、古い角
質を取り除きます。すっきり洗い
上げながらも、豊富な美容成
分で肌はしっとりすべすべに。

500ml　税込価格 1,944 円／ドクターシーラボ
問い合わせ先　フリーダイヤル0120-371-217
（8：00～22：00）

「消臭緑茶エッセンス」と「におい
消しパウダー」がダブルに瞬間消
臭。嫌な足のにおいを元から防ぎ
ます。菌の繁殖を防ぐ殺菌成分と
足臭リフレッシュ香料を配合してい
るので、お出かけ前にスプレーし
ておけば、においの発生を予防し
ます。

135g　税抜価格 760円　編集部調べ／ニベア花王
フリーダイヤル0120-165-699

2 つの消臭成分が足にダブル効果！

においケアアイテム
上手に
使おう
上手に
使おう

夏の
汗対策

創刊号特集

デオナチュレ
足指さらさらクリーム

薬用ハーバルデオドラント
ボディソープ ８×４ フットスプレー

エージーデオ２４
パウダースプレー h（医薬部外品） 

サラ パウダースプレーＳ（医薬部外品）
（サラ スウィートローズの香り）

Banシャワーデオドランド
＆ Rich（医薬部外品）

汗や体のにおいをカットするボディーソープ
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