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男の年齢肌に着目
！１本使用でOKの「トータルケア」
と
悩み別「徹底対策」から選べる40才からのスキンケア

ルシード 薬用 スキンケアシリーズ
2017年8月28日
（月）新発売
◆マンダム独自の男性肌研究をもとに、40才からの男性のエイジングケア※1を提案する「薬用 スキンケアシリーズ」。
◆日本人男性が年齢に伴い気になり始める７つの肌悩み（カサつき、
シミ、乾燥小じわ、
カミソリ負け、
テカリ、
くすみ、
ハリ不足）
を1本の使用でケアできるトータルケアライン
（3品）
と、特に気になる肌悩み（テカリ、紫外線による
日やけ・シミ、
カミソリ負け）
を集中ケアする徹底対策ライン
（3品）
をリニューアル＆新発売。
◆シリーズ全アイテムに「コエンザイムQ10」と「浸透性アミノ酸」を配合。肌の角質層内部に浸透してうるおいを
補給し、健康的な肌に導きます。

トータルケアライン

徹底対策ライン

左から：ルシード
薬用 トータルケアクリーム〈医薬部外品〉
薬用 トータルケア乳液〈医薬部外品〉
薬用 トータルケア化粧水〈医薬部外品〉
薬用 オイルコントロール化粧水〈医薬部外品〉
薬用 UVブロック化粧水〈医薬部外品〉
薬用 アフターシェーブオイル〈医薬部外品〉

50g
100ml
110ml
100ml
100ml
30g

￥1,500（税抜）
￥1,000（税抜）
￥1,000（税抜）
￥1,000（税抜）
￥1,000（税抜）
￥1,000（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

株式会社マンダム（本社：大阪市

社長執行役員：西村元延）は、ミドル男性向け化粧品ブランド

「ルシード」より、40才からの男性の年齢肌に着目し、年齢に伴い気になり始める７つの肌悩みを
1本の使用ですべて対策するトータルケアライン（３品）と、特に気になる肌悩みを集中ケアする
徹底対策ライン
（３品）の2ラインで展開する
「薬用 スキンケアシリーズ」全6種を、2017年8月28 日
（月）にリニューアル発売します。
※1 年齢に応じたお手入れ
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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。
・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

近年、対人意識が高く、身だしなみと自分なりのおしゃれを心がける男性が増えていることから、男性用スキンケア市場
は伸長傾向にあります。ブランド別の内訳を見ると、ミドル男性向けブランドが市場全体の半分近くを占めるまでに
拡大 ※１しています。
ミドル世代である40代は、年齢とともにカサつき、シミ、乾燥による小じわなど肌の変化が現れやすく、今までと同様の
お手入れでは不充分だと実感し始める年代です。
しかし、肌変化への対策が必要だと何となく感じているものの、
「自分に
合った商品がわからない」
「スキンケアはベタつく」という２つのハードルから、スキンケアの使用に至っていない男性が
多く存在しています。
「ルシード

薬 用 スキンケアシリーズ」はマンダム独自の男性肌研究から生まれたエイジングケア ※2シリーズです。

今回、肌変化を感じ始めたミドル男性が選びやすいよう、
「トータルケアライン」と「徹底対策ライン」に分け、ラインアップ
とデザインを一新しました。
「トータルケアライン」は年齢に伴い気になり始める７つの肌悩み（カサつき、シミ、乾燥小じわ、カミソリ負け、テカリ、
くすみ、ハリ不足）を１本の使用ですべてケアできるので、何を使っていいかわからないけれどスキンケアを始めたい男性
におすすめで、好みの使用感に合わせて選べます。
「徹底対策ライン」は特に気になる肌悩み（テカリ、紫外線による日やけ・シミ、
カミソリ負け）に合わせて選べます。
※1 2016年１〜12月/マンダム算出市場データ
※2 年齢に応じたお手入れ

※価格は希望小売価格です。

「トータルケアライン」共通特長

40才からの男のスキンケア
年齢に伴い気になり始める7つの肌悩みを１本ですべて対策する「トータルケアライン」
年齢に伴い気になり始める７つの肌悩み
（①カサつき、②シミ※3 、③乾燥小じわ※4 、④カミソリ負け※5 、⑤テカリ※6 、
⑥くすみ※6、⑦ハリ不足）
にもれなく対応する、
スキンケア成分※7を配合。
１本でいきいきとした若々しい印象の肌へと導き
ます。
※3 メラニンの生成を抑えシミを防ぐ ※4 乾燥による小じわを目立たなくする ※5 カミソリ負けを防ぐ
使用感で選べる３タイプ。
※6 テカリ・
くすみの原因にもなるキメの乱れを整える
※7①セラミド様成分*、②有効成分：
トラネキサム酸、③ヒアルロン酸*、④有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム、
無香料・無着色・防腐剤フリー。
⑤ハマメリスエキス*、⑥シルクエキス*、
⑦浸透性アミノ酸*

商品名・容量・価格

*保湿

商品特長

年齢に伴い気になり始める7つの肌悩みをこれ1本でトータルケア
高い保湿効果と密封効果でベタつかず、濃密なうるおいが持続するクリーム

ルシード
薬用 トータルケアクリーム
〈医薬部外品〉

50g／￥1,500
（税抜）

カサつきが気になる肌にしっかりとしたうるおいを与えます。
ベタつかず、
男性が使いやすい使用感。
〈使用方法〉
・洗顔・ヒゲそり・入浴後などに、適量
（顔全体であずき2粒程度）
を手にとり、肌になじませます。
・ほほ、
おでこ、
あごなど顔全体に、
やさしく肌になじませていきます。

年齢に伴い気になり始める7つの肌悩みをこれ1本でトータルケア
長時間乾燥から守りしっとりとした肌を保つ乳液

ルシード
薬用 トータルケア乳液
〈医薬部外品〉

100ml／￥1,000
（税抜）

肌なじみがよく、
しっとりとしたうるおいを与えます。
ベタつかず、
男性が使いやすい使用感。
〈使用方法〉
・ 洗顔・ヒゲそり・入浴後などに、適量
（顔全体で100円玉程度）
を手にとり、肌になじませます。
・ほほ、
おでこ、
あごなど顔全体に、
やさしく肌になじませていきます。

※価格は希望小売価格です。

商品名・容量・価格

商品特長

年齢に伴い気になり始める7つの肌悩みをこれ1本でトータルケア
カサつきを防ぎ、みずみずしい肌に整える化粧水
角質層内部にスーッと浸透し、
みずみずしい肌に整えます。
男性が好む、
さっぱりとした使用感。

ルシード
薬用 トータルケア化粧水
〈医薬部外品〉

110ml／￥1,000
（税抜）

〈使用方法〉
・ 洗顔・ヒゲそり・入浴後などに、適量
（顔全体で500円玉程度）
を手にとり、肌になじませます。
・ほほ、
おでこ、
あごなど顔全体に、
やさしく肌になじませていきます。

「徹底対策ライン」共通特長

40才からの男のスキンケア
特に気になる肌悩みを集中ケアする「徹底対策ライン」
40才からの、特に気になる肌悩み
（テカリ、紫外線による日やけ・シミ※1、
カミソリ負け※2）
に合わせて選べる３タイプ。
うるおいを与え、男性の年齢肌に感じやすいカサつきもしっかりケア。
※1 日やけ、
および日やけによるシミを防ぐ ※2 カミソリ負けを防ぐ
無香料・無着色・防腐剤フリー。

商品名・容量・価格

商品特長

アブラによるテカリ・ベタつきを抑えるパウダーイン化粧水

ルシード
薬用 オイルコントロール
化粧水〈医薬部外品〉
100ml／￥1,000
（税抜）

過剰なアブラによるテカリ・ベタつきを徹底対策。
独自の皮脂吸着パウダー配合でベタつく皮脂を吸着し、
サラサラ肌をキープ。
パウダー密着処方で、
パウダーが肌に留まり、長時間テカリを抑えます。
爽快な使用感で肌をひきしめます。
〈使用方法〉
・洗顔・ヒゲそり・入浴後などに、適量
（顔全体で100円玉程度）
を手にとり、肌になじませます。

日中、肌にハリ・ツヤを与えながら、紫外線もブロックする化粧水
シミやハリ低下の原因となる日常の紫外線を徹底対策。SPF28・PA++で日中の紫外線
から肌を守りつつ、
うるおいをキープする、朝のエイジングケア※3。
うるおうのにベタつかない、
アクアミルク処方の化粧水。
UVブロック成分は、洗顔料で簡単に落とせます。

ルシード
薬用 UVブロック化粧水
〈医薬部外品〉

100ml／￥1,000
（税抜）

〈使用方法〉
・洗顔・ヒゲそり・入浴後などに、適量
（顔全体で100円玉程度）
を手にとり、肌になじませます。
・紫外線をしっかり防ぐには、数時間おきに塗りなおすと効果的です。
※3 年齢に応じたお手入れ

ラッピング処方でうるおいを与えて閉じ込め、
ヒリつきなどのカミソリ負けを防ぐシェービングオイル

ルシード
薬用 アフターシェーブオイル
〈医薬部外品〉

30g／￥1,000
（税抜）

毎日のヒゲそりによる、
カミソリ負けを徹底対策。
高い保湿効果をもつオイルinのラッピング処方で肌に密着し、
ヒリつきや肌あれを防ぎます。
２種類の抗炎症成分配合で、
カミソリ負けを防ぎます。
のびが良く、ベタつきを抑えた使用感。
〈使用方法〉
・ヒゲそり後などに、適量
（1〜2プッシュ程度）
を手にとり、肌になじませます。

