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ミニー＆デイジーデザインだから、使うのが楽しくなる！
使用タイプや香りで選べる１9種のラインナップ

マンダム ボディケアシリーズ
2014年2月24日
（月）新発売
リニューアル

★は、2014年3月17日
（月）新発売

2013年2月25日 新発売
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スプラッシュデオ ウォーター

リニューアル

リニューアル
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デオドラントスプレー

左上から：マンダム
スプラッシュデオ ウォーター

ウォータリーシトラスの香り／ラブリーベリーの香り／シャイニーピーチの香り／
フレッシュシャボンの香り／ピュアフローラルの香り／クリアマリンの香り／
アイスタイプ クールシトラスの香り
（全品医薬部外品） 各170ml ￥600
（税抜）

ボディシート 潤サラパウダーイン クリスタルピーチの香り／花せっけんの香り
ボディシート 爽快アイスダウン クールミントの香り／アイシーベリーの香り
各10枚 ￥250（税抜） 〈徳用〉各30枚 ￥450（税抜）
下段左から：
パウダーデオドラントスプレー クリスタルピーチの香り／花せっけんの香り
（全品医薬部外品）
アイスデオドラントスプレー
クールミントの香り／アイシーベリーの香り
（全品医薬部外品）
各130g ￥600（税抜）
マンダム（本社：大阪市

社長執行役員：西村元延）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の

商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ(ゼネラルマネージャー:中澤一雄、東京都・目黒区)との
ライセンス契約により、
ディズニーキャラクターをパッケージに採用した「マンダム ボディケアシリーズ」
を、2014年2月24(月)と3月17日(月)より新発売いたします。
使用感や香り、使用シーンでセレクトできるボディケアシリーズで、全19種のラインナップを展開
します。
この件に関するお問い合わせ先
株式会社マンダム
PR担当
リリースと画像の
ご提供

●大 阪

酢谷（すたに）／ 松田
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生井（なまい）／ 下川 ／ 新木（あらき）

http://www.mandom.co.jp/press/
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ユーザー名：mandom パスワード：0125

・掲載時のクレジットは「マンダム」でお願いします。画像使用時には
を記載してください。
・製品に対するお問い合わせ先 ：
（株）マンダムお客さま相談室 TEL . 0 12 0 - 3 7 -3337

1. 発売背景

女性用デオドラント市場は、
剤型の多様化で伸長傾向。
ウォータータイプ、
シートタイプなどがシェア拡大中。
女性デオドラント市場は３３４億円。直近の５カ年
で107%の伸長率で、今後も伸張傾向にあります。
また 近 年 、これまで 主 力 剤 型 で あったスプレー

■女性デオドラント剤 剤型別使用率
マンダム調査

だけでなく、シートタイプ 、ウォータータイプなど
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バラエティに富んだ剤型が展開され、シェアを伸ばし
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ています。
（マンダム算出市場データより）
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この背景には、
「ニオイ」、
「ホテリ」、
「ベタつき」
対策などデオドラントに求めるウォンツの多様化や、

期間：2013年5月 女性デオドラントユーザー 15〜59歳
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生活シーンによってデオドラント剤を使い分けるなど、
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高まる女性のクール志向。
夏のボディケアは、
リフレッシュが大事。
近年の猛暑傾向や節電意識の高まりなどの影響
を受け、女性の間でもクール感へのウォンツは年々
高まりつつあります。
特に真夏は、女性用のボディシートでは満足できず、

■デオドラント剤 剤型別購入理由
マンダム調査
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行った購入理由の調査によると、直塗りタイプ以外
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マンダムがデオドラント利 用 者 の 女 性を対 象に

期間：2013年5月 女性デオドラントユーザー 15〜59歳

2. 商品特長

汗・ニオイ・ベタつき対策に、大人可愛いボディケアシリーズ。
「マンダム ボディケアシリーズ」全般を通したパッケージデザインに、
ディズニーアート
「スタイリッシュミニー」
「スタイリッシュデイジー」を採用。
チャーミングで上品、賢くて自立心が旺盛な「ミニーマウス」
と、大人っぽくクールな「デイジーダック」は、
まさに
現代女性の理想像のようなキャラクター。バッグに入れて持ち歩きたくなるおしゃれなボディケアシリーズは、
２０歳代女性を中心に幅広い層から支持を集めています。

刺激を抑えた女性品質の快適なクール感「スプラッシュデオ ウォーター」。
2013年春、
マンダム初の女性用デオドラントウォーターとして発売を開始した「スプラッシュデオ ウォーター」
は、汗・ベタつき・ニオイを抑え、女性用で最もクール感が高く持続するデオドラント剤として若い女性を中心に人
気を集めてきました。
この度のリニューアルでは、天然由来保湿成分に加えて植物エキスを配合し、
うるおいを重視した肌にやさし
い設計にバージョンアップしました。また、マンダムの独自研究によって発見したメントールとの組み合わせで刺
激を抑えた清涼感を与える清涼成分「ユーカリトプール（1.8-シネオール）」と、清涼感持続成分「クーリング
キーパー」を配合し、
クール感が快適に持続します。
また香りバリエーションを７種類に増やして展開します。

サラサラ肌が持続する
「パウダーデオドラントスプレー」
女性用Ｎｏ.１※クール感「アイスデオドラントスプレー」。

※当社比

手を汚さず、忙しい朝でも手軽にニオイケアできるデオドラントスプレーを２ラインで展開。汗とニオイをもと
から抑えて、心地よい肌を持続する制汗・防臭（殺菌）成分を配合。汗やニオイを長時間にわたって抑制します。
「スムースドライパウダー」を配合し、汗のベタつきを抑えて肌のサラサラ感が持続する「パウダーデオド
ラントスプレー」、
２種の清涼成分を配合し、女性用デオドラント剤にはなかったスッキリしたクール感が長時間
続く
「アイスデオドラントスプレー」の２ライン４種の香りで新発売します。

肌をクール＆サラサラに保つボディーシート。
いつでもどこでも気になる汗のベタつき・ニオイをすっきり除去し、肌をサラサラに保つ、汗ふきボディシート
です。
白くなりにくいパウダー配合の「潤サラパウダーイン」、ほてった肌を瞬間冷却し、ハマメリスエキス配合で
ひんやり美肌にひきしめる「爽快アイスダウン」の２種をラインナップしました。

こんな方におすすめ

●汗やベタつき、ニオイを抑えて、
クールな清潔感のあるさっぱりとした肌を持続させたい方。
●ボディペーパーやデオドラント剤も、おしゃれに可愛らしいものを使いたい方。

3. 商品概要
マンダム スプラッシュデオ ウォーター ウォータリーシトラスの香り（医薬部外品）
〈はじける開放感のあるウォータリーシトラスの香り〉

マンダム スプラッシュデオ ウォーター ラブリーベリーの香り（医薬部外品）
〈ほのかに甘いラブリーベリーの香り〉

マンダム スプラッシュデオ ウォーター シャイニーピーチの香り（医薬部外品）
〈フレッシュでみずみずしいシャイニーピーチの香り〉

商品名

マンダム スプラッシュデオ ウォーター フレッシュシャボンの香り（医薬部外品）
〈さわやかな清潔感のあるフレッシュシャボンの香り〉

マンダム スプラッシュデオ ウォーター ピュアフローラルの香り（医薬部外品）
〈やさしく華やかなピュアフローラルの香り〉

マンダム スプラッシュデオ ウォーター クリアマリンの香り（医薬部外品）
〈すがすがしい透明感のあるクリアマリンの香り〉

マンダム スプラッシュデオ ウォーター アイスタイプ クールシトラスの香り（医薬部外品）
〈ひんやり清涼感のあるクールシトラスの香り〉

商品特徴

超クール＆トリガーポンプで、いつでもどこでも簡単スッキリ。
スムースパウダー配合でサラすべ肌を保ち続ける、スプラッシュデオ ウォーター。
1．
制汗成分・殺菌成分配合で、汗やニオイをしっかり抑えます。
2.マンダム独自の清涼感持続成分「クーリングキーパー」
と、清涼成分「ユーカリプトール
（1.8-シネオール）」の配合により、心地よい清涼感が刺激感を抑えつつ、長時間
続きます。
3.汗・皮脂を吸着するパウダー配合で、ベタつきを抑えサラサラな素肌が持続します。
4.肌にやさしいうるおい成分・天然由来保湿成分と植物エキス配合です。
５．
大人のおしゃれ心をくすぐる
「スタイリッシュミニー」
「スタイリッシュデイジー」アートを
採用。
６．
パラベンフリー。

容量／希望小売価格 各170ml／￥600
（税抜）
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

マンダム ボディシート 潤サラパウダーイン クリスタルピーチの香り
マンダム ボディシート 潤サラパウダーイン クリスタルピーチの香り
〈徳用〉
商品名

〈みずみずしいクリスタルピーチの香り〉

マンダム ボディシート 潤サラパウダーイン 花せっけんの香り
マンダム ボディシート 潤サラパウダーイン 花せっけんの香り
〈徳用〉
〈清潔感のある花せっけんの香り〉

商品特徴

香りを楽しみながら、気になる汗のベタつき・ニオイをすっきりふき取る。
白くならないパウダー配合で、サラサラ美肌仕上げ。
１．
肌が白くなりにくいパウダーと、植物エッセンス
「カミツレエキス」
を配合。汗のニオイ
とベタつきをふき取って、潤いながらサラサラ美肌へ導きます。
２．
肌あたりがやさしい上質で厚手の不織布を使用。
１枚で全身に使える、大判シート
（２０cm×２０cm）
です。
３.パッケージデザインにディズニーの「スタイリッシュミニー」
を採用。
４．
防腐剤フリー・オイルフリー・無着色。

容量／希望小売価格 各10枚／￥250
（税抜）〈徳用〉
各30枚／￥450
（税抜）
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

マンダム ボディシート 爽快アイスダウン クールミントの香り
マンダム ボディシート 爽快アイスダウン クールミントの香り
〈徳用〉
商品名

〈さわやかなクールミントの香り〉

マンダム ボディシート 爽快アイスダウン アイシーベリーの香り
マンダム ボディシート 爽快アイスダウン アイシーベリーの香り
〈徳用〉
〈ほのかに甘いアイシーベリーの香り〉

商品特徴

香りを楽しみながら、気になる汗のベタつき・ニオイをすっきりふき取る。
ほてった肌を瞬間冷却！ひんやり美肌が続くボディシート。
1.メントール配合で、ほてった肌を瞬間冷却。
2.汗のニオイとベタつきをふき取った後は、植物エッセンス「ハマメリスエキス」が、
肌をひきしめ、
ひんやり美肌へ導きます。
3．
肌あたりがやさしい上質で厚手の不織布を使用。
１枚で全身に使える、大判シート
（２０cm×２０cm）
です。
4．
パッケージデザインにディズニーの「スタイリッシュデイジー」
を採用。
5．
防腐剤フリー・オイルフリー・無着色。

容量／希望小売価格 各10枚／￥250
（税抜）〈徳用〉
各30枚／￥450
（税抜）
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

マンダム パウダーデオドラントスプレー クリスタルピーチの香り（医薬部外品）
商品名

〈みずみずしいクリスタルピーチの香り〉

マンダム パウダーデオドラントスプレー 花せっけんの香り（医薬部外品）
〈清潔感のある花せっけんの香り〉

商品特徴

汗・ニオイを長時間防ぎ、サラサラ肌が続く、
パウダーデオドラントスプレー。
1.制汗成分と殺菌成分配合で汗、ニオイをもとから抑えて、清潔な肌を持続します。
２.汗・皮脂を吸収する
「スムースドライパウダー」
を含む2種類のパウダー配合でサラサラ
な肌を持続。
3.肌をスッキリ爽快にする清涼成分配合。
4.簡単スピーディに使えるダイレクトボタンを採用。
5．
パッケージデザインにディズニーの「スタイリッシュミニー」
を採用。
6.パラベンフリー。

容量／希望小売価格 各130g／￥600
（税抜）
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

マンダム アイスデオドラントスプレー クールミントの香り（医薬部外品）
商品名

〈さわやかなクールミントの香り〉

マンダム アイスデオドラントスプレー アイシーベリーの香り（医薬部外品）
〈ほのかに甘いアイシーベリーの香り〉

商品特徴

女性用No.1※クール感！爽快肌＆防臭効果が長時間持続する
アイスデオドラントスプレー。
1.制汗成分、
殺菌成分配合で、汗とニオイを防ぎます。
２.メントール＆清涼感持続成分配合のスプレーで、
ほてった肌を瞬時にクールダウン、
清涼感が持続します。
3.肌にやさしい「ポリフェノール含有エキス」
（ 保湿成分）配合。
4.白くならないノンパウダー処方です。
5.簡単スピーディに使えるダイレクトボタンを採用。
6.パッケージデザインにディズニーの「スタイリッシュデイジー」
を採用。
7.パラベンフリー。

※当社比

容量／希望小売価格 各130g／￥600
（税抜）
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

