
日焼け止め比較表

高SPF（SPF５０）

商品名
オレゾ🄬ホワイトパー

フェクトジェルUV

オバジC マルチプロテ

クト乳液

アディクション スキン

プロテクター

SPF・PA SPF50+　PA++++ SPF50+　PA＋＋＋＋ SPF50+　PA＋＋＋＋

内容量 ５０ｇ ３０ｍｌ ３０ｇ

香り フレッシュフローラル
ビタミンC入りの化粧品

独自の香り
無香料

無添加（フリー） ー ー ー

クレンジング方法 石鹸で落とせる ー 石鹸で落とせる

価格（税抜き） 2,300円 3,000円 3,800円

乾燥　※１ ◎ 〇 〇

その他

現在はホワイトパーフェ

クトジェルaで販売

PM2.5、花粉、ブルーラ

イトカット機能有

毎年3月にラージサイズ

が発売されます。男性も

使用可

商品名
アリィー エクストラ

UVジェル

雪肌精 サンプロテクト

エッセンスジェル

無印良品 日焼け止め

ローション

SPF・PA SPF50+　PA＋＋＋＋ SPF50+　PA＋＋＋＋ SPF50＋　PA＋＋＋＋

内容量 ９０ｇ ８０ｇ ３０ml

香り 独自の香りがします 雪肌精の化粧品の香り 無香料

無添加（フリー） 香料　パラベン ー 紫外線吸収剤

クレンジング方法 ー 石鹸で落とせる 石鹸で落とせる

価格（税抜き） オープン価格 オープン価格 546円

乾燥　※１ 〇 × △

その他
ミニサイズ（４０ｇ）も

販売されています

ミニサイズ（３５ｇ）も

販売されています

小さいので持ち運びに便

利

※１　◎（乾燥が酷い方にお勧め）〇（冬でも使える）△（場合によっては乾燥する）×（乾燥する。油性肌向き）



画像なし

商品名
サンメディックUV 薬

用サンプロテクトEX

ニベアSUNクリームケ

ア　UVクリーム

スキンアクア さらさら

エッセンス（画像右）

SPF・PA SPF50＋　PA＋＋＋＋ SPF50＋　PA＋＋＋＋ SPF50+　PA＋＋＋＋

内容量 ５０ｍｌ ５０ｇ ８０g

香り 無香料 ニベアクリームの香り アクアフローラルの香り

無添加（フリー） パラベン　アルコール　 ー ー

クレンジング方法 ー 石鹸で落とせる 石鹸で落とせる

価格（税抜き） 2,100円 オーブン価格 ８００円・オープン価格

乾燥　※１ 〇 ◎ ×

その他
振らずに使用可。朝のス

キンケアの代用可

ニベアクリームにも配合

されている保湿成分入り

塗るとサラサラします

商品名
ナチュラグラッセ UV

プロテクションベースN

SPF・PA SPF50・PA+++

内容量 30ml

香り
ナチュラグラッセ特有の

香り

無添加（フリー） ー

クレンジング方法 石鹸でも落とせる

価格（税抜き） 3,200円

乾燥　※１ 〇

その他
ブルーライト・遠赤外線

機カット能有

その他（SPF３０程度・日中美容液）



商品名
ナチュラグラッセ スキ

ンバランシングベース

ニベアSUN プロテクトウ

オータージェル子供用

アルージェ エクストラ

UVジェル

SPF・PA SPF31 PA++ SPF28　PA++ SPF21　PA＋＋

内容量 ２５ｍｌ １２０ｇ ３０ｇ

香り 爽やかな香りがします 無香料 無香料

無添加（フリー） ー アルコール
紫外線吸収剤 パラベン

アルコール　鉱物油

クレンジング方法 石鹸で落とせる 石鹸で落とせる ー

価格（税抜き） 3,200円 オープン価格 3,100円

乾燥　※１ 〇 △ 〇

その他

ブルーライトカット機能

有

画像のものとパッケージ

変更有

商品名にジェルと記載さ

れているがクリームに近

い使い心地

商品名
ママバター UVケアク

リーム

ワイルドファーンズ ラ

ノリンモイスチャライ

ザー

SPF・PA SPF25　PA＋＋ SPF 30

内容量 45g 75ml

香り 無香料 -

無添加（フリー）

シリコン 紫外線吸収剤

鉱物油 合成香料 パラ

ベン

パラベン　鉱物油

クレンジング方法 石鹸で落とせる ー

価格（税抜き） 1,200円 ー

乾燥　※２ ◎ ◎

その他

塗るとと白くなる。かな

りしっとりしているので

冬向き

日本でもあまり通販がな

いため手に入りにくいが

真冬でも乾燥しない。



ボトルタイプ

商品名
ニ ベ ア SUN ウ ォ ー

タージェル５０　ポンプ
ママラボ　UVジェルF

ママアクアシャボン

UVモイストジェルFAW

SPF・PA SPF50 PA+++ SPF41　PA+++ SPF32　PA＋＋+

内容量 １４０ｇ ２８０ｇ ２５０ｇ

香り 無香料 シトラスハーブの香り フローラルの香り

無添加（フリー） ー

タール系色素　パラベン シリコン パラベン 鉱

物油 アルコール 合成

着色料

クレンジング方法 石鹸で落とせる 石鹸で落とせる 石鹸で落とせる

価格（税抜き） オーブン価格 1,400円 1,350円

乾燥　※２ △ 〇 △

その他

詰め替え用有。８０ｇの

ボトルタイプも有。

毎年夏に限定発売されま

す。お子さんも使用可

（３歳以上推奨）

親子で使用出来ます。髪

にも使用可

色付きタイプ

商品名

ミノン アミノモイスト

🄬ブライトアップベース

UV

SPF・PA SPF47　PA＋＋＋

内容量 ２５ｇ

香り 無香料

無添加（フリー）
紫外線吸収剤 パラベン

アルコール　合成着色料

クレンジング方法 メイク落とし使用

価格（税抜き） オープン価格

乾燥 ◎



その他

ピンク系の色は付いてい

ますがほぼ補正はありま

せん。


