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花々の恵みでプリンセスのような うっとり美肌 に導く 。
「フラワーオイル美容」のボディケアシリーズ。

マンダム ディアフローラシリーズ
2016年8月29日
（月）新発売

左から：マンダム
ディアフローラ フラワーボディオイル
ディアフローラ オイルイン ハンド＆ネイルクリーム ホワイトジャスミン
ディアフローラ オイルイン ハンド＆ネイルクリーム フローラルブーケ
ディアフローラ オイルイン ハンド＆ネイルクリーム フルーティカクテル
マンダム（本社：大阪市

80ml

￥1,200（税抜）

各60g

￥500（税抜）

社長執行役員：西村元延）は、独自の「フラワーオイル美容」でプリンセスのような

うっとり美肌 へと導く
「マンダム

ディアフローラ フラワーボディオイル」、
「 マンダム

ディアフローラ オイル

イン ハンド&ネイルクリーム」を、
２０１６年８月２９日（月）より新発売します。
「マンダム

ディアフローラシリーズ」は、つぼみから美しく成長する植物の生命力や強さに着目したボディケア

シリーズです。美容効果の高いフラワー＆植物由来の「新フラワーオイルコンプレックス」を配合し、オイルリッチ
ながら軽やかな使用感と、華やぐ香りで うっとり美肌 へと導きます。
またディズニープリンセスをパッケージデザインに採用し、ボディケアシーンを華やかに演出します。
「フラワーオイル美容」を象徴するキーアイテムの「フラワーボディオイル」は、贅沢に配合したフラワー＆
植物由来のオイルが角層まで軽やかに浸透、やわらかでツヤのある美肌へ導きます。摘みたての「シャンペトル
ブーケの香り」です。
「ハンド＆ネイルクリーム」は、
「ホワイトジャスミン」
「フローラルブーケ」
「フルーティカクテル」の３つの香りを
展開。フラワー＆植物由来の美容オイル・ネイルプロテクト成分配合で、乾燥や荒れなどが生じやすい指先・爪を
守ります。
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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。画像使用時には
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・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

「オイル美容」人気は継続中。
保湿機能だけではない、上質でポジティブなボディケアへ。
“美容にいいオイル”の人気は継続しており、食用はもちろん、ボディケア、ヘアケア、フェイスケアなど、
様々な分野に広がりを見せています。
最近では“少し丁寧な生活”を心がける意識が生活者の間で徐々に定着し、
これは美容意識にも同様の傾向
を見せています。特に、
２０〜３０代女性で１年以内にボディ用保湿商品を使用した人は約６割を超えてお
り、ボディケアに対する意識も、単なる乾燥トラブルケアから、より肌に良いもの、香りや使用感の良いも
のが求められています〈２０１６年３月/２０〜３９歳女性/n＝９９１９/ＮＥＴ調査/マンダム調べ〉。
またハンドクリームについては、年間を通じて使用する人が４３％にのぼり、使用期間の長いアイテムです。
使用タイミングは「気になったときいつでも」と答えた人が最も多く、家だけではなく外出先などでも気軽に
利用されています。さらに、家ではしっかり保湿、外では使いやすさといった機能性に加え、香りなどの情緒
的価値も重視されています〈２０１６年３月/２０〜３９歳ハンドクリームを使用している女性/n＝３０９/ＮＥＴ
調査/マンダム調べ〉。

2. 商品特長

花々の恵みを凝縮、
うっとり美肌に導く
「フラワーオイル美容」。
「マンダム

ディアフローラシリーズ」は、肌の乾燥対策だけでなく、美肌作りを意識したマンダム独自の

「フラワーオイル美容」理論で、楽しみながら美肌に導くボディケアシリーズです。
腕や脚をはじめ全身に使えるボディオイルに加えて、日常で目に触れる場所でありながら乾燥や荒れなど
が気になる指先や爪をケアできるハンド＆ネイルクリームをラインナップ。
全品共通で、メドウフォーム・ダマスクローズ・センチフォリアローズ・ラベンダーのフラワー&植物由来の
美容成分「新フラワーオイルコンプレックス」を贅沢に配合し、角層の内側と外側に働きかけて、やわらかでツヤ
のある美肌へ導きます。うっとりするような肌なじみのよいテクスチャーと、花の香りに包まれながら、心地
よいボディケアタイムを演出します。

ディズニーのプリンセスデザインで、
ケアタイムを華やかに演出。
新発売の４アイテムそれぞれをイメージしたディズニーのプリンセスをパッケージデザインに採用。
「ラプンツェル」のデザインをあしらった「フラワーボディオイル」。また「ハンド＆ネイルクリーム」
３種には、
それぞれ「シンデレラ」
「オーロラ姫」
「白雪姫」を採用し、ケアタイムを華やかに演出します。

フラワー＆植物由来のオイルを贅沢に使用、
「フラワーオイル美容」を象徴する「ボディオイル」で、やわらかなツヤ肌へ。
「マンダム

ディアフローラ フラワーボディオイル」は、
「新フラワーオイルコンプレックス」を配合した

軽やかなオイルが、角層の奥まですーっと浸透、肌を整えてやわらかでツヤのある美肌へと導きます。
またホホバオイル、アボカドオイルなど植物性美容オイルが、肌のみずみずしいうるおいをキープします。
軽やかに伸び広がり、ベタつかないライトな使用感です。
メインの花を中心に、摘みたての草花やフルーツを合わせた「シャンペトルブーケの香り」です。

トップ
ミドル
ラスト

グレープフルーツ、
ペアー、
カシス、
リーフィーグリーン
ティーローズ、
フリージア、
リリー
シダーウッド、
ムスク

シャンペトル※1ブーケの香り
フレッシュフローラルブーケの香り。
ティーローズやフリージアの可愛らしい花々が織り成す、
ナチュラルでフレッシュな摘みたてブーケの香りです。
※1 フランス語で「田園風」
「田舎の」
を意味する

「フラワーオイル美容」で、指先まで うっとり美肌 に。
外出先でも使いたくなるハンド＆ネイルクリーム。
「マンダム

ディアフローラ ハンド＆ネイルクリーム」は、オイルのように伸びが良く、指先や爪周りまで

ケアできるオイルインクリームです。
「新フラワーオイルコンプレックス」に加えて、肌の皮脂構成成分に近い「植物性美容オイル」
（ マカデミア
ナッツオイル、シアバター）、またうるおいを守り皮膚や爪を保護するネイルプロテクト成分（ミツロウ、ワセ
リン）を配合。指先までしっかり保湿して荒れや乾燥から守ります。
伸びなじみが良くベタつかないので、日中使用にも適しています。外出先でもうっとりとした気分を演出
するやさしい 香りです。清らかでエレガントな「ホワイトジャスミンの 香り」、やさしく可 憐な「フローラル
ブーケの香り」、華やかでハッピーな「フルーティカクテルの香り」の３種を展開します。

ホワイトジャスミンの香り
トップ

ベルガモット、
マンゴー、
ライチ

ミドル

ジャスミン、
ウォーターリリー、
フリージア、
ライラック

ラスト

トップ
ミドル
ラスト

トップ
ミドル
ラスト

アンバー、
シダーウッド

レモン、
オレンジ、
ベルガモット、
アップル、
ピーチ、
カシス
ジャスミン、
ローズ、
ミュゲ
ウッディ、
ムスク

ピーチ、
ペア、
グリーンアップル、
パイナップル、
グレープフルーツ
ローズ、
ピオニー、
ジャスミン、
ラズベリー
ムスク、
サンダルウッド

爽やかでみずみずしいホワイトジャスミンが
凛とした透明感を感じさせる、
清楚でエレガントな香りです。

フローラルブーケの香り
ローズを中心としたフローラルブーケと
柔らかなムスクが女性らしい印象を与える、
やさしく可憐な香りです。

フルーティカクテルの香り
華やかなフローラルに、
ほのかな甘さのある
フルーツのアクセントが幸せな気分になる、
明るく華やかな香りです。

3. 商品概要
マンダム
ディアフローラ
フラワーボディオイル

※価格はすべて希望小売価格です。

マンダム
ディアフローラ
オイルイン
ハンド＆ネイルクリーム
ホワイトジャスミン

マンダム
ディアフローラ
オイルイン
ハンド＆ネイルクリーム
フローラルブーケ

80ml／￥1,20０
（税抜）

フラワーオイル美容で
ツヤのあるやわらかな、
うっとり美肌へ導くボディオイル

マンダム
ディアフローラ
オイルイン
ハンド＆ネイルクリーム
フルーティカクテル

各６０ｇ／￥５００
（税抜）

フラワーオイル美容で手先までうっとり美肌に！
するっとなじんでベタつかないハンド＆ネイルクリーム

〈共通特長〉
１）
「新フラワーオイルコンプレックス」
（メドウフォーム・ダマスクローズ・センチフォリアローズ・ラベンダー由来）
配合。
セラミド類似成分
（メドウフォームエストリド）
が肌内部でうるおいを保持し、
ソフトベール成分
（ダマスクバラ花ロウ・センチフォリア
バラ花ロウ・ラベンダー油）
が外側から水分蒸散を抑制、
なめらかでやわらかな肌に導きます。
１）
フラワー＆植物由来の美容
オイル
（ホホバオイル・アボ
カドオイル・マカデミアナッ
ツオイル・シュガースクワラ
ン）
を配合。すーっと浸透し、
やわらかでツヤのある美肌
へ導きます。
２）鉱 物 油フリー・シリコンフ
リー・防腐剤フリーです。
３）
ディズニープリンセス
「ラプ
ンツェル」がうっとりと優雅
にボディケアする様子をイ
メージしたデザインです。
４）摘みたて「シャンペトル ※ 1
ブーケの香り」
です。
５）
濡れた肌にも乾いた肌にも
使えます。

１）
ディズニープリンセス「シン
デレラ」
をパッケージデザイ
ンに採用。
２）
清らかでエレガントな
「ホワイ
トジャスミンの香り」
です。

１）
ディズニープリンセス
「オーロ
ラ姫」
をパッケージデザイン
に採用。
２）
やさしく可憐な「フローラル
ブーケの香り」
です。

１）
ディズニープリンセス
「白雪
姫」
をパッケージデザインに
採用。
２）
華やかでハッピーな
「フルー
ティカクテルの香り」
です。

〈３品共通特長〉
１）
フラワー＆植物由来の美容オイル
（マカデミアナッツオイル・シアバター）
配合で、
肌なじみがよく、
オイ
ルのようにスルスル伸びて、指先や爪周りまでケアできるオイルインクリームです。
２）
素早くなじんでベタつかないので日中の使用にも最適です。
３）
ネイルプロテクト成分
（ミツロウ・ワセリン）
配合で、指先・爪までしっかりと保護します。

〈使用方法〉
〈使用方法〉
○１〜２プッシュずつ手にとり、 ○適量を手・爪の付け根・指先にマッサージするようにしっかりなじませます。
よく伸ばしてから腕・足など
全身の肌になじませます
（片
腕約１プッシュが適量の目
安です）
。
※入浴後、簡単にタオルドライ
し、軽く水分が残っている肌
への使用がおすすめです。
温まって湿り気のある肌に
塗布することでオイルの浸
透感が高まります。

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
※1 フランス語で「田園風」
「田舎の」
を意味する

