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メイクを浮かせて落とす、水クレンジングがリニューアル発売。
メイク汚れもくすみ も落として、洗うたびに透明肌へ！
※１）

※１）
古い角質

ビフェスタ うる落ち水クレンジングシリーズ
2014年8月25日
（月）新発売

左から：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
うる落ち水クレンジング ローション モイスト
うる落ち水クレンジング ローション エンリッチ

本体ボトル
つめかえ用

各300ml
各270ml

￥1,000（税抜）
￥750（税抜）

各46枚

￥550（税抜）

145ml

￥850（税抜）

うる落ち水クレンジング シート ブライトアップ
うる落ち水クレンジング シート モイスト
うる落ち水クレンジング アイメイクアップリムーバー
マンダム
（本社：大阪市

社長執行役員：西村元延）
は、
スキンケアブランド「ビフェスタ」より
「うる落ち水クレンジング

シリーズ」のラインナップをリニューアルし、
２０１４年８月２５日
（月）
より発売します。
２０１１年８月の発売以来、
シリーズ累計１,０００万本を突破した「うる落ち水クレンジングシリーズ」は、化粧水由来の
保湿性洗浄成分を配合し、
メイク落としから化粧水までを１本で出来るクレンジング剤です。
生まれ変わった「うる落ち水クレンジングシリーズ」では、化粧水由来のＷの洗浄成分により、濃いメイクや、
くすみ
の原因になる古い角質までしっかり落とします。また化粧水効果がアップしたことにより、
これまで以上に肌のうるおい
をキープし、ふき取る際の摩擦を低減することで肌へのやさしさも向上しました。
くすみも落として透明肌に導く
「うる落ち水クレンジング ローション」は、仕上がり別・スキンケア効果で選べる
「ブライトアップ」
「モイスト」
「エンリッチ」の３タイプを展開します。
また、うるおい効果が高く、大判シートの「うる落ち水クレンジング シート」は、
「ブライトアップ」
「モイスト」
の２タイプ。強 力 なウォータープルーフマスカラもこすらず落とす「うる落ち水クレンジング アイメイクアップ
リムーバー」をラインナップします。

1. 発売背景

ナチュラルメイクの人気から、
クレンジング剤にも スキンケア機能 。
「ビフェスタ うる落ち水クレンジングシリーズ」は、2011年8月発売以降、オイルではなく 水クレンジング
という新しい価値提案を行ってきました。
「うる落ち水クレンジング ローション」を中心に順調にシェアを拡大
し、2014年3月に累計出荷本数1,000万本を突破しました。またローション剤型のクレンジング剤では、
カテ
ゴリーシェア73％（マンダム算出市場データより）
となっており、
リーディングブランドとしての地位を確立して
います。
マンダムでは、2013年12月、20〜30代女性を対象に、クレンジング剤にどのような付加価値があれ
ば使用意向が上がるのかアンケートを行いました。その結果、
「毎日使いたい」
という声が最も多く寄せられたの
は、
「使う度に肌がクリアになり透明感がでるクレンジング剤」
（ 47％）
という結果となりました。
若い女性達のメイクトレンドは、素肌の美しさを活かしたナチュラルメイク傾向が続いていることから、
クレン
ジング剤にも、
より キレイ肌へ導く アイテム が求められていることがうかがえます。

2. 商品特長

新「うる落ち水クレンジング」シリーズは、
メイクと一緒に くすみ も落とす。
よりやさしい使い心地で、肌のうるおいを保って、透明感のある肌へ。
※1）

※1）
古い角質

「うる落ち水クレンジングシリーズ」は、化粧水由来の保湿性洗浄成分の「クイックフローティング機能」
に着目、
メイク落としから化粧水までこれ１本で対応できるクレンジング剤です。
新「うる落ち水クレンジング」のローションとシートでは、新たな化粧水由来の洗浄成分をプラスして、Ｗの
洗浄成分により従来の「クイックフローティング機能」がさらにパワーアップしました。
新規洗浄成分がメイク汚れをキャッチして、メイクやくすみ（古くなった角質）を素早く肌から引き離して
浮き上がらせた後、肌とメイク汚れの間に保湿性洗浄成分が浸透してクレンジング効果を発揮。Ｗの洗浄成分
がメイク汚れやくすみをしっかりと包み込んで、するんと落とします。
この「新クイックフローティング機能」によって、
これまでより少ない量（当社従来品比）の洗浄成分でクレン
ジングできるようになったことと、肌への摩擦を低減したことで、
よりやさしい使い心地になりました。

より選びやすい「スキンケア機能別」にラインナップ変更。
新「うる落ち水クレンジング」シリーズでは、各アイテムをより選びやすい「スキンケア機能別」のラインナップ
に変更しました。
「うる落ち水クレンジング ローション」では、仕上がりやスキンケアの機能で選べる３タイプを展開。
毛穴の黒ずみや汚れもすっきり落とす｢ブライトアップ｣は、
「保湿型ビタミンＣ」、角質柔軟成分の「乳酸」
を配合。みずみずしくうるおいのある肌へ導く｢モイスト｣は、
うるおいを守る保湿成分「吸着性アミノ酸」を配合。
ツヤ・ハリ弾力のある肌へ導く｢エンリッチ｣は、
保湿成分「コエンザイムＱ１０」
と
「セラミド様成分」
を配合しました。
３タイプともに、保湿成分として吸着性ヒアルロン酸を共通配合しています。
また15ｃｍ×20ｃｍの大判シート46枚にたっぷりとローション液を染み込ませた「うる落ち水クレンジング
シート」も同時発売。ローションタイプと連動したスキンケア機能別の「ブライトアップ」
「モイスト」を展開し
ます。プラスチックの開口蓋を採用し、中味液が乾燥せず最後まで液量を保ったまま使用ができます。
強力なウォータープルーフマスカラもこすらず落とす 「うる落ち水クレンジング

アイメイクアップリムー

バー」もデザインを一新して登場します。
なお本シリーズでは、透明ボトルに花柄とゴールドロゴで、大人女性の部屋に置いてもなじむ、上品で華やかな
ボトルに一新しました。

3. 商品概要

※価格はすべて希望小売価格です。

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

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

ビフェスタ
うる落ち水クレンジング ローション
エンリッチ

本体ボトル 各300ｍｌ／￥1,000
（税抜） つめかえ用 各270ml／￥750
（税抜）

毛穴の黒ずみや汚れもすっきり落とす
クレンジング ローション

しっとり保湿して、
うるおう
クレンジング ローション

ハリ・弾力のある肌へ導く
クレンジング ローション

１）保湿型ビタミンＣと乳酸配合で、毛
穴の黒ずみや汚れもすっきり落とし
ながら透明感のある肌へ導きます。

１）吸着性ヒアルロン酸/アミノ酸配
合で、みずみずしくうるおいのある
肌へ導きます。

１）
コエンザイムＱ１０・セラミド様成分
配 合で、ツヤ・ハリ弾力のある肌
へ導きます。

〈共通特長〉
１）化粧水由来の「Ｗのうる落ち洗浄成分」
を配合。進化した「クイックフローティング機能」
で、従来品の１/２の洗浄成分で、
濃いメイク汚れやくすみなどをしっかりと包み込んで、
するんと落とします。
２）
クレンジング力向上と、ふき取りによる角質クリア効果＆キメを整える保湿効果で「透明肌」に導きます。
３）
より化粧水機能を追求し、保湿力が向上しました。
４）摩擦低減処方でさらに肌にやさしい使用感です。
５）
オイルフリー・無香料・無着色。
〈使用方法〉
コットンにたっぷり含ませ
（１枚当たり３プッシュ程度）
やさしくふき取ってください。新しいコットンにかえて、汚れがつかなくなる
まで繰り返してください。
※濃いアイメイクを落とす際は、
しばらくなじませてからやさしくふき取ってください。そのまま洗い流さずにスキンケアの次の
ステップにお進みいただけます。
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

※価格はすべて希望小売価格です。

ビフェスタ
うる落ち水クレンジング シート
ブライトアップ

ビフェスタ
うる落ち水クレンジング シート
モイスト

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ー
145ml／￥850
（税抜）

各46枚／￥550
（税抜）

毛穴の黒ずみや汚れもすっきり落とす
大判クレンジング シート

しっとり保湿して、
うるおう
大判クレンジング シート

強力マスカラもこすらず落とす
アイメイク専用クレンジング

１）保湿型ビタミンＣと乳酸配合で、
毛 穴の黒ずみや汚れもすっきり
落としながら透明感のある肌へ導
きます。

１）吸着性アミノ酸配合で、みずみず
しくうるおいのある肌へ導きます。

１）化粧水由来の洗浄成分を含んだ
水層と油性エモリエント層のＷ効
果により、
ウォータープルーフマス
カラなどの落ちにくいアイメイクも
素早く浮かして包み込み、
こすらず
するんと落とします。
２）
まつ毛と目元にやさしい２種の保
湿・保護成分（ビタミンＢ・Ｅ誘導
体）配合です。
３）低刺激処方・無香料・無着色・防
腐剤フリー。

〈共通特長〉
１）化粧水由来の「Ｗのうる落ち洗浄成分 」
を配合。進化した「クイックフロー
ティング機能」で、従来品の１/２の洗浄成分で、濃いメイク汚れやくすみなど
をしっかりと包み込んで、
するんと落とします。
２）
クレンジング力向上と、ふき取りによる角質クリア効果＆キメを整える保湿効
果で「透明肌」に導きます。
３）
より化粧水機能を追求し、保湿力が向上しました。
４）摩擦低減処方でさらに肌にやさしい使用感です。
５）液をたっぷり含んだ、肌あたりのやさしいやわらかい大判シートです。
（ 15ｃｍ×
20ｃｍ）
６）
プラスチックの開口蓋を採用、液の乾燥を気にせず最後まで使えます。
７）
オイルフリー・無香料・無着色。
〈使用方法〉

〈使用方法〉

フタを開けて中栓のリングを指でひっぱって開けてください。1枚ずつ取り出し、
やさしくメイクをふき取ります。乾いた肌にご使用ください。
きれいな面でふき取れる
ようにシートを折り返しながら、
シートに何もつかなくなるまで繰り返してください。
アイメイクはしばらくなじませてから、やさしくふき取ってください。

発売場所

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。

全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他
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