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男の３大肌トラブル「アブラ」
「ニキビ」
「肌荒れ」に。
多様な肌ウォンツに合わせて選べる、人気の洗顔シリーズが一新。

ギャツビー フェイシャルウォッシュシリーズ
2016年8月29日
（月）新発売
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左から：ギャツビー
フェイシャルウォッシュ パーフェクトスクラブ
フェイシャルウォッシュ ミクロリッチスクラブ
フェイシャルウォッシュ オイルクラッシュフォーム
フェイシャルウォッシュ 薬用トリプルケアアクネフォーム（医薬部外品）
フェイシャルウォッシュ クリアスキンフォーム
フェイシャルウォッシュ モイスチャーフォーム
フェイシャルウォッシュ モイスチャーホイップ
フェイシャルウォッシュ モイスチャーホイップ つめかえ用

マンダム（本社：大阪市

各130ｇ
150ml
130ml

￥350（税抜）
￥470（税抜）
￥320（税抜）

社長執行役員：西村元延）は、肌ウォンツ別に選べる洗顔シリーズ「ギャツビー

フェイシャル

ウォッシュシリーズ」のラインナップを一新し、
２０１６年８月２９日（月）
より、発売します。
「ギャツビー

フェイシャルウォッシュシリーズ」は、男性の３大肌トラブル「アブラ」
「ニキビ」
「肌荒れ」を研究した､なり

たい肌・使用感別に選べる洗顔シリーズです。
シリーズ共通で、
角層に存在する、
肌の水分を守る天然保湿因子
（ＮＭＦ）
「アミノＡＤ｣※１を配合し、
肌を健やかに保ちます。
日常の生活で失われがちなうるおいを補いながら、高い洗浄効果と、スッキリとした爽快な洗い上がりを実現しました。
※１ アミノ酸系保湿成分
（DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム）
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1. 発売背景

男性が洗顔料に求めるのは「洗浄力」だけでなく、
「うるおい効果」
「肌への負担が少ないこと」。
男性向け洗顔市場は堅調に推移し、
２０代社会人では７２％、大学生では６６％が洗顔料を使用しており、男性
にとって、洗顔料の使用はすでにベーシックケアとして定着していることがうかがえます〈２０１５年４月/全国/高
校生・大学生・２０代社会人・３０代社会人男性/各年代 n=１００/NET調査/マンダム調べ〉。
このような中、男性のスキンケア知識と意識は年々高まっており、今や洗顔料に求める機能・使用感も変化し
はじめています。
１５〜３９歳男性の「洗顔料購入時の重視点」は、
「皮脂や汚れをきちんと除去する洗浄力」
（８１.１％）
が圧倒的多数で１位となったものの、
３人に１人の割合で「うるおい効果」
（３７．
８％）、
「 肌への負担
の少なさ」
（３３.３％）
といったウォンツが高まっています〈２０１５年１２月/１５〜３９歳洗顔料使用男性/n=９０
/CLT調査/マンダム調べ〉。
幅広い洗顔ウォンツに対応する「ギャツビー

フェイシャルウォッシュシリーズ」は、男性が選びやすく分かり

やすい「肌ウォンツ別」提案と
「男性の肌への心地よい使用感」で幅広い層から支持されてきました。
これらの強みを生かしつつ、男性の新たな洗顔ウォンツに応える洗顔シリーズとして新アイテムを加え、
ラインナップを一新します。

2. 商品特長

「アブラ」
「ニキビ」
「肌荒れ」を研究した肌ウォンツ別ラインナップ。
新しくなった 「ギャツビー

フェイシャルウォッシュシリーズ」は、男性の肌トラブルや新たな肌ウォンツに

対応した洗顔シリーズです。
この度、変化する洗顔ウォンツに対応して、
「ベタつき・テカリのないサラサラ肌」
「クリアなツルツル肌」
「スッキリとしたうるおい肌」へのウォンツを満たす３アイテムを追加しました。
「オイルクラッシュフォーム」は、
しっかりアブラ汚れを落としてベタつき・テカリのないサラサラ肌に洗い上げます。
「クリアスキンフォーム」は、
古い角質を柔らかくして除去し、肌をツルツルに洗い上げます。泡切れ素早くスッキリとスピーディーな洗い
上がりにこだわった「モイスチャーホイップ」は、ヒアルロン酸配合でうるおいを残して突っ張らず、心地よい
もちもちの泡で、肌に負担をかけずに汚れを除去します。
また、スクラブによる高い洗浄効果と洗い心地の良さを両立した「パーフェクトスクラブ」、毛穴の奥まで
届く極小スクラブを増量した「ミクロリッチスクラブ」、
３つの有効成分でニキビを予防する「薬用トリプル
ケアアクネフォーム」、ヒアルロン酸配合の濃密泡でうるおいを残しながらすべすべ肌に洗い上げる「モイス
チャーフォーム」をリニューアル。
合計７アイテムをラインナップし、自分の肌に合った洗顔料を、より分かりやすく選びやすく展開します。

シリーズ全品に健やかな肌に保つ天然保湿因子「アミノＡＤ」※１新配合。
角層に存在する、肌の水分を守る天然保湿因子（ＮＭＦ）のひとつである「アミノＡＤ」※１を、シリーズ全品に
新たに配合。日常生活で失われがちなうるおいを補って、健やかな肌を保ちます。

肌あたり良く環境に配慮した新スクラブを採用。ＭＰＢ※２フリー処方。
「パーフェクトスクラブ」、
「ミクロリッチスクラブ」には、肌への刺激が少なく、また地球環境に配慮した土に
かえる「生分解性スクラブ」を新規採用し、地球環境と肌への影響を考慮しました。ＭＰＢ※２フリー処方。
※１ アミノ酸系保湿成分(DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム)

※２ マイクロプラスチックビーズ

3. 商品概要

※価格はすべて希望小売価格です。

ギャツビー
フェイシャルウォッシュ
ミクロリッチスクラブ

ギャツビー
フェイシャルウォッシュ
パーフェクトスクラブ

ギャツビー
フェイシャルウォッシュ
オイルクラッシュフォーム

各１3０ｇ／￥3５０
（税抜）

アブラ・汚れをごっそり洗う
スクラブ感NO.１
（当社比）の洗顔料

極小パウダースクラブが
毛穴汚れを心地よくかき出す洗顔料

１）
大小2種のパワースクラブが肌表面
の汚れ・ザラつきを除去。スカッシュス
クラブが細かく砕けながら毛穴汚れを
かき出します。
２）
アブラ溶解成分が、頑固な毛穴アブ
ラを溶かし出します。
３）
肌あたり良く、環境に配慮した
「生分
解性スクラブ」
を採用。MPB※１フリー
処方。
４）
爽やかなシトラスオーシャンの香り
（微
香性）
。

１）
心地よい肌触りの極小スクラブを増量
し、落ちにくい毛穴汚れをかき出します。
２）
シルクファイバーが細かい汚れをから
めとって除去します。
３）肌あたり良く、環境に配慮した「生分
解性スクラブ」
を採用。MPB ※１フリー
処方。
４）
ハマメリスエキス配合で、洗顔後の肌
をひきしめて整えます。
５）
爽やかなシトラスオーシャンの香り
（微
香性）
。

１）
アブラ溶解成分＆炭配合で毛穴に詰
まったアブラ・ねばりつくような汚れも溶
かして浮かせ、
吸着除去します。
２）皮脂吸着パウダーが肌にとどまり、洗
顔後もサラサラ肌をキープします。
３）
ハマメリスエキス配合で、洗顔後の肌
をひきしめて整えます。
４）爽やかなシトラスオーシャンの香り
（微
香性）
。

ギャツビー
フェイシャルウォッシュ
クリアスキンフォーム

ギャツビー
フェイシャルウォッシュ
モイスチャーフォーム

ギャツビー
フェイシャルウォッシュ
薬用トリプルケアアクネフォーム
（医薬部外品）

皮脂を浮かして徹底洗浄
極上サラサラ肌に整える洗顔料

各１3０ｇ／￥3５０
（税抜）

３つの有効成分の働きで
ニキビ予防する洗顔料

AHA※2 配合で、手触りツルっと、クリアな肌に
古い角質を落とす洗顔料

２種のヒアルロン酸in 濃密泡で、
うるおいを残してさっぱりと洗い上げる洗顔料

１）殺菌成分（イソプロピルメチルフェ
ノール）
＆抗炎症成分
（グリチルリチン
酸ジカリウム）
が、
アクネ菌を殺菌し、
炎症を抑えてニキビを防ぎます。
２）
角質柔軟成分（サリチル酸）
がニキビの原
因になる毛穴詰まりを柔らかくして除去。
３）
皮脂吸着成分が皮脂を吸着除去し、
テカリを抑えます。
４）
グリーンシトラスの香り
（微香性）

１）AHA※2×BHA※3のWの角質柔軟成分
配合で、古い角質を柔らかくして除去し、
ツルツル肌に導きます。
２）
クレイ成分が毛穴の黒ずみ
（汚れ）
まで
吸着し、
クリアな肌に導きます。
３）吸着性アミノ酸が洗顔後の肌にとどまり、
うるおいキープ。肌のカサつきを防ぎます。
４）爽やかなシトラスオーシャンの香り
（微
香性）
。

１）
濃密な泡で皮脂・汚れを吸着し、
スッキリ
と落とします。
２）2種のヒアルロン酸を配合。
うるおい
ベールで洗い上がりの肌をすべすべに。
３）
モイスチャー成分を内容量の３０％配合
し、必要なうるおいを肌から逃さず、乾燥
から守ります。
４）爽やかなシトラスオーシャンの香り
（微
香性）
。

〈シリーズ共通特長〉
１）肌を清潔に保ちニキビを防ぎます。
２）
すこやかな肌を保つ「アミノAD」※4を配合。
〈使用方法〉
〇手のひらに適量（約２ｃｍ）
を取り、
よく泡立ててから顔全体を洗い、
その後十分にすすいでください。
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
※1 マイクロプラスチックビーズ ※2 AHA：乳酸

※3 BHA：サリチル酸

※4 アミノ酸系保湿成分(DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム)

※価格はすべて希望小売価格です。

ギャツビー
フェイシャルウォッシュ モイスチャーホイップ
本体ボトル

15０ml／￥47０
（税抜）

つめかえ用

130ml／￥320
（税抜）

濃密泡で、
スッキリと皮脂・汚れ・ベタつきを除去
ヒアルロン酸 in うるおい泡の洗顔料
１）微細なメッシュポンプを新採用し、濃密でもちもちの泡が心地よく、肌に負担をかけず、汚れを吸着してスピーディーに
除去します。
２）
ヒアルロン酸を配合し、
うるおいを残してつっぱりません。
３）泡切れが素早くスッキリとスピーディーに洗い上げます。
４）
シェービングもスムースにできます。
５）肌を清潔に保ちニキビを防ぎます。
６）爽やかなシトラスオーシャンの香り
（微香性）。
〈シリーズ共通特長〉
１）肌を清潔に保ちニキビを防ぎます。
２）
すこやかな肌を保つ「アミノAD」※を配合。
〈使用方法〉
○手のひらに適量
（ポンプ２押し程度）
を取り、顔全体を洗い、
その後十分にすすいでください。
○容器は振らずにお使いください。

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
※ アミノ酸系保湿成分
（DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム）

