
　マンダムは、２種の殺菌成分と制汗成分が肌に高密着してニオイを抑え、殺菌作用が長時間

持続する強力デオドラント剤「ギャツビー バイオコア デオドラントシリーズ」に、「スプレー」、

「ジェットタイプ」、 「ロールオン」、 「スティック」の４タイプ６種類をラインナップして２０１３年

２月２５日（月）より新発売します。

　 パッケージも一新し、“選びやすい”男性用デオドラントシリーズとして新たに展開します。　

２種の殺菌成分＆制汗成分配合！強力制汗デオドラント
新ジェットタイプを加え、男のニオイをずっと抑えるラインナップで新登場
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　近年、エチケット意識・清潔意識の高まりから、男性のデオドラント市場は好調に推移しています。特に年間を

通してニオイを意識する男性が増加し、通年でデオドラント剤を使う傾向は高まっています。

　自分の体臭が気になり、他人への配慮のためにエチケットとしてデオドラント剤を使用している男性が多い

ようです。そのため今後のデオドラント剤には、更なる防臭効果の向上が望まれます。

1. 発売背景

年間を通してニオイを気にする男性のエチケット意識の高まりで、
男性デオドラント市場は拡大傾向。

　１５～４４歳までの男性に、デオドラント剤を購入する際の重視点を聞いたところ「汗のニオイを防ぐ効果の

高さ」が６４％とトップ、また「体臭を防ぐ効果の高さ」が５２％となりました。この結果からも分かるように、男性の

ニオイケアへの高いウォンツがうかがえます。

　しかし、パウダータイプのデオドラントスプレーがシェアの多くを占める現在の男性デオドラント剤市場では、

汗のベタつき解消やクールダウンが主流となっています。

　このような中で、体臭を気にする男性は、今まで以上にしっかりニオイを抑え続けてくれるデオドラント剤を

求めています。

男性ユーザーのウォンツは、より防臭効果の高いデオドラント剤。

■ニオイに対する意識 （2010～2012年各9月/マンダム調べ/全国15-44歳デオドラントユーザー/n=930）
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■デオドラント剤の購入時の重視点
（2011年9月マンダム調べ 全国 15歳～44歳デオドラントユーザー n=930）
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2. 商品の特長2. 商品の特長

　「ギャツビー バイオコア デオドラントシリーズ」は、３つの有効成分（２種の殺菌成分と制汗成分）を配合し、

男性のニオイと汗を強力に抑え込むデオドラント剤です。

　肌にしっかり密着し、殺菌作用が長時間持続します。また汗をかいても流れにくい設計になっており、ニオイを

抑える殺菌作用の持続性に徹底的にこだわったデオドラント剤です。

２種の殺菌成分＆制汗成分が密着・持続し、
男性のニオイ・汗を長時間抑えます。

　この度の全面リニューアルでは、男性のニオイケアのウォンツに徹底的に対応し、ワキや足など特にニオイが

気になるところにピンポイントで使用しやすいタイプ別ラインナップを充実させました。簡便性・防臭力・持続力の

高さを追求し、選びやすく使いやすい４つの剤型ラインナップとして展開します。

　バイオ由来の殺菌成分がニオイの原因菌を集中的に殺菌する「デオドラントスプレー」、手を汚さずワキに直接

塗り込み密着させる「デオドラントロールオン」、そして、とろみのあるローションがワキの下や足の指の間など

狙った部分にダイレクトに届く「デオドラントジェット」、朝塗ると夜まで高密着の直塗りタイプ「デオドラント

スティック」の４タイプ。

　また「デオドラントロールオン」にせっけんの香りの「ホワイトソープ」とクールタイプの「アイスシトラス」の

２つを追加、ワキに素早く塗れるビッグボールを採用しました。

　本格的なニオイ対策を使用シーンや好みに合わせて選択できる、男のデオドラントシリーズの誕生です。

ワキや足など特にニオイが気になる部位に、
使いやすいタイプ別ラインナップ。
４種の剤型から選べる強力ニオイケアシリーズへ。

こんな方におすすめ

●１日中、ニオイや汗をしっかりと抑えつづけたい方
●体臭が気になる方
●従来のデオドラント剤では汗で流れて効果を発揮しづらいと感じていた方
●エチケット意識が高く、ニオイを抑えて清潔感を１日中保ち続けたいと思っている方
●自分の好みに合ったタイプのデオドラント剤を使い分けたい方
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3. 商品概要
商 品 名

２つの殺菌成分と制汗成分配合で男のニオイを長時間抑え込む強力デオドラント剤。
直塗りできて高密着タイプだから防臭効果が高いデオドラントスティック。

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

容量／希望小売価格 １５ｇ／￥７８８（税抜 ￥７５０）

ギャツビー バイオコア デオドラントスティック 無香性（医薬部外品）

1.２種の殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール・トリクロサン）と制汗成分（クロル
ヒドロキシアルミニウム）が肌の上で働き続け、ニオイ菌をしっかり殺菌して男性の
ニオイを抑えます。
2．ワキに直塗りできる高密着タイプ。殺菌成分が肌にしっかりと密着し、防臭効果が
長時間持続します。
3．撥水処方により、防臭効果が長時間持続します。
4．サラッとした使用感で使用後すぐに服を着ることができます。

商品特徴

使用方法
キャップを回しながら外した後、容器上部の白い部分を抑え容器下部を回し、中身を１ｃｍ程度出して
ワキなどにご使用ください。

商 品 名

２つの殺菌成分と制汗成分配合で男のニオイを長時間抑え込む強力デオドラント剤。
ワキに素早く塗れるビッグボールを採用したロールオンタイプ。

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

容量／希望小売価格 各４５ｍｌ ／￥６８３（税抜 ￥６５０）

ギャツビー バイオコア デオドラントロールオン 無香性（医薬部外品）
ギャツビー バイオコア デオドラントロールオン ホワイトソープ（医薬部外品）
ギャツビー バイオコア デオドラントロールオン クールタイプ アイスシトラス（医薬部外品）

1.２種の殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール・トリクロサン）と制汗成分（クロル
ヒドロキシアルミニウム）が肌の上で働き続け、ニオイ菌をしっかり殺菌して男性の
ニオイを抑えます。
2.殺菌成分が肌にしっかりと密着し、防臭効果が長時間持続します。
3.ロールオン部分にビッグボールを使用。すばやく広範囲に塗布できます。
4.従来の「無香性」に加え、清潔感のあるせっけんの香りの「ホワイトソープ」、Ｗの
清涼成分配合でクールな使い心地が続く「アイスシトラス」の２アイテムを導入。
5.速乾タイプでベタつかず、さらっとしたつけ心地です。

商品特徴

使用方法 一度容器を逆さにした後、ワキの下などニオイの気になるところに適量を塗ってください。



商 品 名

２つの殺菌成分と制汗成分配合で男のニオイを長時間抑え込む強力デオドラント剤。
狙ったところにダイレクトに届くジェットノズルタイプ。

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

容量／希望小売価格 ８０ｍｌ／￥６８３（税抜 ￥６５０）

ギャツビー バイオコア デオドラントジェット 無香性（医薬部外品）

1.２種の殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール・トリクロサン）と制汗成分（パラフェ
ノールスルホン酸亜鉛）が肌の上で働き続け、ニオイ菌をしっかり殺菌して男性の
ニオイを抑えます。
2.殺菌成分が肌にしっかりと密着し、防臭効果が長時間持続します。
3.密着ポリマー配合で、液が肌に高密着して効果が持続します。
4.とろみのあるローションが狙ったところに届くジェットノズルを採用。浅い噴射角度と
粗い粒子のミストで肌へダイレクトに密着します。
5.速乾タイプでベタつかずさらっとしたつけ心地です。

商品特徴

使用方法
ノズル部分についているキャップを外し、ワキの下や足などニオイの気になる部分に直接スプレーして
ください。片方のワキに２～３プッシュ程度で使用してください。

商 品 名

２つの殺菌成分と制汗成分配合で男のニオイを長時間抑え込む強力デオドラント剤。
バイオ由来殺菌成分がニオイの原因菌を集中的に殺菌するデオドラントスプレー。

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

容量／希望小売価格 １３０ｇ ／￥７３５（税抜 ￥７００）

ギャツビー バイオコア デオドラントスプレー 無香性（医薬部外品）

1.バイオ由来成分（塩化リゾチーム）の溶菌作用で、ニオイの原因菌を集中的に
殺菌し、いやなニオイの発生をしっかり抑えます。
2.性質の異なる２種の殺菌成分（塩化リゾチーム・トリクロサン）の配合で、男性特有の
「アブラが多い状態」の肌にも防臭効果を発揮し、体臭を防ぎます。
3.殺菌成分が肌にしっかりと密着し、防臭効果が長時間持続します。
4.汗や皮脂のベタつきを防ぐ「スムースドライパウダー」を配合。
5.肌をすっきり爽快にするメントールを配合。

商品特徴

使用方法
使用前にキャップをつまんでロックを解除してください。キャップをオープンに合わせ、使用前に缶を
上下に強く４～５回振り、１０ｃｍ以上離してスプレーします。使用後は、キャップをロックにします。




