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クレンジングは、
オイルから水の時代へ！
水でうるおいながら すご落ち「ビフェスタ」、誕生。

うる落ち水クレンジングシリーズ
2011年8月29日 新発売

ビフェスタ うる落ち水クレンジング
左から：ジェリー
リキッド
ローション ブライトアップ
ローション モイスト
ローション エイジケア
アイメイクアップリムーバー

170g
220ml
300ml
300ml
300ml
145ml

¥945
（税抜 ¥900）
¥945
（税抜 ¥900）
¥1,050
（税抜 ¥1,000）
¥1,050
（税抜 ¥1,000）
¥1,260
（税抜 ¥1,200）
¥893
（税抜 ¥850）

マンダムは2011年8月29日(月)、
『クレンジングエクスプレス』をリニューアルし、新ブランド
『ビフェスタ』
として発売します。スキンケア目的に合わせて選べるローション3タイプ、お風呂で
ぬれた手でも使えるジェリーとリキッド、そして、ウォータープルーフマスカラをやさしく落とす
アイクレンジングの6アイテムをラインアップ。クレンジング力とうるおい力を高め、
ブランド名も
新たに、
オイルを超えた「水クレンジング」を提案します。
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・掲載時のクレジットは「マンダム」でお願いします。
・製品に対するお問い合わせ先 ：
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1. 発売背景

オイルクレンジングに不安を感じ、
ローション剤型に切り替える女性たちが急増しています。
クレンジングの主流は依然としてオイル剤型で、使用率は4割以上。ところがここ数年、オイル離れが
目立って増えてきています。女性たちは、
「肌に必要なうるおいまで奪いそう」
「人気美容家がデメリットを
指摘している」など、オイルクレンジングに不安を感じ始め、オイル離れが加速しているのです。
そこで、
『クレンジングエクスプレス』は、
「水クレンジング」という他剤型にない機能性が支持され、発売から
約3年半の2011年4月には出荷本数が450万本(ローションタイプ合計)を突破しました。ユーザーからは
「水なのにオイルと同じクレンジング力があり、
しかも肌が乾燥しない」
「ダブル洗顔の必要がないから肌への
負担が少ない」と支持されており、オイルクレンジングに疑問を持ち始めた女性たちが「水クレンジング」に
スイッチし始める可能性が高まっています。

うるおい力を高め、
ブランド名も新たにリニューアル。
メイク落ち・うるおい・やさしさともに超オイル級の※
「水クレンジング」
を新提案します。

※当社比：ジェリー、
リキッド、アイメイクアップリムーバー

これからのクレンジングに求められるのは「よく落ちること」に加え、
「肌へのうるおい」と「やさしさ」。
そこで、化粧水生まれの「水クレンジング」がさらにうるおい力を高め、新ブランド『ビフェスタ 』うる落ち
水クレンジングシリーズとして、
リニューアルデビューします。
ローションはスキンケア目的に合わせて3タイプ、さらに、お風呂でぬれた手でも使えるジェリーとリキッド、
そしてウォータープ ルーフマスカラもこすらず落とせるアイクレンジングをラインアップ。
「 水 」なのに
素早く、簡単に、よく落ちる！
「水」だから肌にやさしく、たっぷりうるおう！オイルを超えた水クレンジングを
新提案します。

「水」
ベースなのに
「うる落ち」
のヒミツは、
クイックフローティング機能。
水になじむ部分

油になじむ部分
配合されている保湿性洗浄成分

集まってミセル（ 界 面 活 性 剤 の

ぎっしり集まったミセルが内側に

水になじむ部分が外側に向いて

は水になじむ部分と油になじむ

集合体）を形成します。

メイク汚れ(油性)を閉じ込めます。

いるため、
メイク汚れは肌に再付

部分があります。

着せずオフされます。

肌にうるおいを与えながら、汚れのみしっかりオフします。

2. 商品概要
商品名

ビフェスタ うる落ち水クレンジング ローション ブライトアップ
よく落ちてよくうるおう、
オイルにないみずみずしさ！
くすみが気になる肌に、
メラニンケアする「水」のクレンジングローション。
1.保湿性洗浄成分のクイックフローティング機能により、毛穴の奥のメイクまでやさしく素早く浮かし
出すから、
水ベースなのにオイルクレンジング並みのすご落ち感。
こすらなくても落ちるので、
目のまわりの
ポイントメイクもやさしくオフします。
2.吸着性ヒアルロン酸、
角質を柔らかくする乳酸
（乳製品などに含まれるＡＨＡの一種）
、
ユキノシタエキス
（保湿成分）
を配合。
クレンジング中もうるおいを補い、
くすみのもととなるメラニンを含む古い角質を除去し、

商品特徴

明るく透明感のある肌へ導きます。
※吸着性ヒアルロン酸とは…プラスイオン化された新しいヒアルロン酸で、
クレンジングや洗顔で洗い
流しても肌に残りやすく、
うるおいを保つ効果が高いといわれる保湿成分です。
3.コッ
トンに含ませ、
ふき取るだけ。
コッ
トンを使うことで、
目の際や小鼻などのメイク汚れもこすらず落とせます。
洗い流しも、
ダブル洗顔も不要です。化粧水生まれの水クレンジング成分なので、
ふき取ったあとはうるおいが
残ります。
4.敏感な肌にも優しい低刺激処方です。
オイルフリー・パラベンフリー
（アルカンジオール配合）
・アルコール
フリー。無香料・無着色。アレルギーテスト・パッチテスト・スティンギングテスト・ノンコメドジェニックテスト
済みです。
※全ての方にアレルギー・皮膚刺激・ニキビが起きないというわけではありません。

使用方法

コットンにたっぷり含ませ
（1枚あたり3プッシュ程度）
、
しばらくなじませてからこすらずゆっくりふき取ります。
アイメイクや口紅は新しいコットンに変えて、
メイク汚れがつかなくなるまで繰り返してください。

容量／希望小売価格 300ml／￥1,050
（税抜 ¥1,000）
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他
商品名

ビフェスタ うる落ち水クレンジング ローション モイスト
よく落ちてよくうるおう、
オイルにないみずみずしさ！
乾燥が気になる肌に、保湿する「水」のクレンジングローション。
1.保湿性洗浄成分のクイックフローティング機能により、毛穴の奥のメイクまでやさしく素早く浮かし
出すから、
水ベースなのにオイルクレンジング並みのすご落ち感。
こすらなくても落ちるので、
目のまわりの
ポイントメイクもやさしくオフします。
2.吸着性ヒアルロン酸、
セラミド様成分を配合。
クレンジング中もうるおいを補い、乾燥が気になる肌の
うるおいを守り、
みずみずしい肌へ導きます。

商品特徴

※吸着性ヒアルロン酸とは…プラスイオン化された新しいヒアルロン酸で、
クレンジングや洗顔で洗い
流しても肌に残りやすく、
うるおいを保つ効果が高いといわれる保湿成分です。
3.コッ
トンに含ませ、
ふき取るだけ。
コッ
トンを使うことで、
目の際や小鼻などのメイク汚れもこすらず落とせます。
洗い流しも、
ダブル洗顔も不要です。化粧水生まれの水クレンジング成分なので、
ふき取ったあとはうるおいが
残ります。
4.敏感な肌にも優しい低刺激処方です。
オイルフリー・パラベンフリー
（アルカンジオール配合）
・アルコール
フリー。無香料・無着色。アレルギーテスト・パッチテスト・スティンギングテスト済みです。
※全ての方にアレルギー・皮膚刺激が起きないというわけではありません。

使用方法

コットンにたっぷり含ませ
（1枚あたり3プッシュ程度）
、
しばらくなじませてからこすらずゆっくりふき取ります。
アイメイクや口紅は新しいコットンに変えて、
メイク汚れがつかなくなるまで繰り返してください。

容量／希望小売価格 300ml／￥1,050
（税抜 ¥1,000）
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他

商品名

ビフェスタ うる落ち水クレンジング ローション エイジケア
よく落ちてよくうるおう、
オイルにないみずみずしさ！
ハリ・弾力が気になる肌に、
エイジケアする「水」のクレンジングローション。

商品特徴

使用方法

1.保湿性洗浄成分のクイックフローティング機能により、毛穴の奥のメイクまでやさしく素早く浮かし
出すから、
水ベースなのにオイルクレンジング並みのすご落ち感。
こすらなくても落ちるので、
目のまわりの
ポイントメイクもやさしくオフします。
2.吸着性ヒアルロン酸、
コエンザイムＱ10を配合。クレンジング中もうるおいを補い、肌あれや乾燥を
防ぎ、
ハリ・弾力のある肌へ導きます。
※吸着性ヒアルロン酸とは…プラスイオン化された新しいヒアルロン酸で、
クレンジングや洗顔で洗い
流しても肌に残りやすく、
うるおいを保つ効果が高いといわれる保湿成分です。
3.コッ
トンに含ませ、
ふき取るだけ。
コッ
トンを使うことで、
目の際や小鼻などのメイク汚れもこすらず落とせます。
洗い流しも、
ダブル洗顔も不要です。化粧水生まれの水クレンジング成分なので、
ふき取ったあとはうるおいが
残ります。
4.敏感な肌にも優しい低刺激処方です。
オイルフリー・パラベンフリー
（アルカンジオール配合）
・アルコール
フリー。無香料・無着色。アレルギーテスト・パッチテスト・スティンギングテスト済みです。
※全ての方にアレルギー・皮膚刺激が起きないというわけではありません。
コットンにたっぷり含ませ
（1枚あたり3プッシュ程度）
、
しばらくなじませてからこすらずゆっくりふき取ります。
アイメイクや口紅は新しいコットンに変えて、
メイク汚れがつかなくなるまで繰り返してください。

容量／希望小売価格 300ml／￥1,260
（税抜 ¥1,200）
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他

商品名

ビフェスタ うる落ち水クレンジング ジェリー
お風呂で簡単！メイクなじみが早く、
マスカラも皮脂もスッキリ。
メイク落ち・うるおいともにオイルを超えた※1「水」のジェルクレンジング。
（※1 当社比）
1.化粧水生まれの保湿性洗浄成分と皮脂・マスカラ溶解成分が、
ウォータープルーフなどの落ちにくい
アイメイクとも素早くなじみ、毛穴の奥の皮脂や黒ずみ※2までしっかり溶かし出して落とします。
（※2 毛穴の汚れ）

2.メイクが浮き始めるとみるみる水状に変化し、
メイク落ちを知らせます。
BFクレンジング ジェリー
（水クレンジング）
ファンデーション

油性メイク

商品特徴

毛穴の皮脂・
黒ずみ

保湿性洗浄成分

保湿性洗浄成分
皮脂溶解成分

ファンデーション
毛穴の皮脂・黒ずみ
マスカラ溶解成分
油性メイク

①ジェリーがメイクとなじみます。

②保湿性洗浄成分、皮脂溶解成分、
マスカラ溶解 ③保湿性洗浄成分がメイクや皮脂汚れを素早く
成分が油性メイクをオフ。
包み込み、水と一緒に流れ落ちます。

3.手や顔がぬれていても使え、
すすぎが早く、
ダブル洗顔も不要でやさしく洗い上げます。
4.リキッドタイプのクレンジングをジェル化するという業界初の新技術により、
高いクレンジング力とジェルの
使用性の良さの両方を実現しました。
5.吸着性ヒアルロン酸を配合。
クレンジング中も、
うるおいを補います。
※吸着性ヒアルロン酸とは…プラスイオン化された新しいヒアルロン酸で、
クレンジングや洗顔で洗い
流しても肌に残りやすく、
うるおいを保つ効果が高いといわれる保湿成分です。
6.無香料・無着色、
パッチテスト済みです。
※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

使用方法

適量
（さくらんぼ大）
をメイクとなじませ、
よくなじんだら十分にすすいでください。落ちにくいメイクをしっかり
落としたいときは、乾いた手肌でのご使用をおすすめします。

（税抜 ¥900）
容量／希望小売価格 170g／￥945
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他

商品名

ビフェスタ うる落ち水クレンジング リキッド
お風呂で簡単！濃いメイクもとろ〜りとろけて すご落ち 。
メイク落ち・うるおいともに、
オイルを超えた※1「水」のリキッドクレンジング。
（※1 当社比）
1.化粧水生まれの保湿性洗浄成分と皮脂・マスカラ溶解成分が、
ウォータープルーフなどの落ちにくい
アイメイクとも素早くなじみ、毛穴の奥のメイクや皮脂汚れまでやさしく浮かし出して落とします。
BFクレンジング リキッド
（水クレンジング）
ファンデーション

保湿性洗浄成分

保湿性洗浄成分
ファンデーション

油性メイク

マスカラ溶解成分
油性メイク

商品特徴
①リキッドがメイクとなじみます。

②保湿性洗浄成分がメイクや皮脂汚れを浮かし ③保湿性洗浄成分がメイクや皮脂汚れを素早く
（クイックフローティング機能）
、
マスカラ溶解成分
包み込み、水と一緒に流れ落ちます。
がウォータープルーフなどのマスカラ
（油性メイク）
を溶かし出します。

2.手や顔がぬれていても使え、
すすぎが早く、
ダブル洗顔も不要でやさしく洗い上げます。
3.吸着性ヒアルロン酸を配合。
クレンジング中も、
うるおいを補います。
※吸着性ヒアルロン酸とは…プラスイオン化された新しいヒアルロン酸で、
クレンジングや洗顔で洗い
流しても肌に残りやすく、
うるおいを保つ効果が高いといわれる保湿成分です。
4.敏感な肌にも優しい低刺激処方です。防腐剤フリー
（アルカンジオール配合）
・アルコールフリー。
無香料・無着色。パッチテスト・スティンギングテスト済みです。
※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

使用方法

適量（ティースプーン2杯程度）
を手にとってメイクとなじませ、
メイクが浮き上がったら十分にすすいで
ください。落ちにくいメイクをしっかり落としたいときは、乾いた手肌でのご使用をおすすめします。ダブル
洗顔は不要です。

容量／希望小売価格 220ml／￥945
（税抜 ¥900）
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他

商品名

ビフェスタ うる落ち水クレンジング アイメイクアップリムーバ
こすらずスルッと落ちて、
まつ毛や目もとにやさしい！
メイク落ち・うるおいともに、
オイルを超えた※1「水」のアイクレンジング。
（※1 当社比）
1.化粧水生まれの保湿性洗浄成分を含む水層と、
エモリエント層のダブル効果で、
しつこいメイクを
浮かせてやさしく落とします。ウォータープルーフマスカラが、
こすらなくても素早く落とせます。

商品特徴
エモリエント成分の効果でしっかり
メイクを浮かせます。

保湿性洗浄成分の効果で、
メイクを浮かせたエモリエント成分ごとミセル内部に
取り込み、肌に残さず落とします。

2.吸着性ヒアルロン酸、
ビタミンＢ・Ｅ誘導体を配合。
まつ毛や乾燥しがちな目もとにうるおいを与えます。
※吸着性ヒアルロン酸とは…プラスイオン化された新しいヒアルロン酸で、
クレンジングや洗顔で洗い
流しても肌に残りやすく、
うるおいを保つ効果が高いといわれる保湿成分です。
3.敏感な肌にも優しい低刺激処方です。防腐剤フリー
（アルカンジオール配合）
。無香料・無着色。
アレルギー
テスト・パッチテスト・スティンギングテスト済みです。
※全ての方にアレルギー・皮膚刺激が起きないというわけではありません。

使用方法

コットンに適量（500円玉硬貨大）
を含ませ、
まぶたやくちびるの上に約10秒間のせてなじませ、
こすらずにやさしくふき取ってください。落ちにくいウォータープルーフマスカラや重ねづけマスカラ、
口紅などは、
リムーバーを含ませたコットンを20〜30秒間おき、
よくなじませてからふき取ってください。

容量／希望小売価格 145ml／￥893
（税抜 ¥850）
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他

