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美肌をかなえるクレンジングがリニューアル
摩擦による刺激を抑えたやさしい使用感で、
すご落ち体験！

ビフェスタ クレンジングシリーズ
2017年8月28日
（月）新発売
◆毎日を楽しみながらいつもキレイでいたい女性の美肌を叶えるクレンジングシリーズがリニューアル。
ローションタイプはメイク落ちの良さと、保湿効果がさらにアップ！※１
◆摩擦力を低減することで肌への刺激を抑え、
より早く、
より快適な使用感を実現。
ダブル洗顔不要。
◆日常に溶け込み、
インテリアを邪魔しないスマートで華やかなデザインを採用。

左から
：ビフェスタ
クレンジングローション コントロールケア〈医薬部外品〉
クレンジングローション ブライトアップ
クレンジングローション モイスト
クレンジングローション エンリッチ
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 シート エンリッチ
うる落ち水クレンジング アイメイクアップリムーバー
クレンジング ミルキィリキッド

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

各46枚
145ml
230ml

￥550
（税抜）
￥850
（税抜）
￥900
（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、スキンケアブランド「ビフェスタ」より、

クレンジングローションをはじめとする4カテゴリー9商品をリニューアルし、2017年8月28日（月）に
発売します。
※1 コントロールケアを除く
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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

2011年8月の発売以来、累計3300万本 ※１を突破したビフェスタのふき取りシリーズは、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が1つで完了するクレンジング剤です。“水クレンジング”という新しい価値を
提案し、忙しい生活の中でも、時間をかけず、いつもキレイでいたい女性達に支持され、
シェアを広げてきました。
「クレンジングローション」は、従来の化粧水由来の洗浄成分に加え、新たな保湿性洗浄成分※2をプラスすることで、素早
くメイクとなじんで落とし、
さらに保湿性洗浄成分のスキンケア効果によりクレンジング後のうるおい感も向上 ※3。デザイ
ンもインテリアになじむ、多角柱のカッティングボトルとフラワー柄のデザインに一新しました。肌悩みや肌への効果別に
選べる「コントロールケア」
「ブライトアップ」
「モイスト」
「エンリッチ」の4タイプを展開します。
また、
リキッドクレンジングのメイク落ちとミルククレンジングのうるおい感を両立した「クレンジング ミルキィリキッド」は
マイルドな使用感をイメージさせるデザインへと一新しました。
そのほか、15㎝×20㎝の大判シート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」
と、化粧
水由来の洗浄成分を含んだ水層と油性のエモリエント層のWの効果で、落ちにくいアイメイクもこすらず、するんと落と
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」もデザインをリフレッシュして登場します。
※１ シリーズ累計出荷本数（2011年8月〜2017年4月） ※２ カプリル酸ポリグリセリル‐3

※３ コントロールケアを除く

※価格は希望小売価格です。

共通特長

メイク落としから化粧水までコレ1本
落ち感、
うるおい感がアップしたクレンジングローション
メイク落としから化粧水までコレ1本でOK。従来の化粧水由来の洗浄成分に加え、
スキンケア効果を持つ
新たな保湿性洗浄成分をプラス。よりスピーディに汚れを包み込み、濃いメイクやくすみの原因となる古い
角質もするっと落としながら、
クレンジング後のうるおい感も向上 ※３。
無香料・無着色・オイルフリー・アルコールフリー・低刺激処方。
〈使用方法〉
・コットンにたっぷりと含ませ、
やさしくふき取ってください。
コットンが汚れてきたら新しいコットンに変えて、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。

ボトル本体
ビフェスタ
クレンジングローション
コントロールケア

各300ml／￥1,000
（税抜）

つめかえ用 各270ml／￥750
（税抜）

ビフェスタ
クレンジングローション
ブライトアップ

ビフェスタ
クレンジングローション
モイスト

ビフェスタ
クレンジングローション
エンリッチ

透明感のある素肌へ

うるおいのある素肌へ

ハリ・弾力のある肌へ

吸 着 性ヒアルロン酸（ 保
湿）
配合、保湿型ビタミンC
（保湿）、乳酸（角質柔軟）
配合。

吸 着 性ヒアルロン酸（ 保
湿）配合、吸着性アミノ酸
（保湿）
配合。

吸 着 性ヒアルロン酸（ 保
湿 ）配 合 、コエンザイム
Q10（保湿）、
セラミド様成
分
（保湿）
配合。

〈医薬部外品〉

大人のニキビ・
肌荒れを予防
浸 透 型ヒアルロン酸（ 保
湿）
配合、2種の有効成分
（殺菌・抗炎症）
配合。

※価格は希望小売価格です。

共通特長

液ひたひたシートだから濃いメイクも古い角質もコレ１枚ですっきり！
うるおい美肌へ導くクレンジングシート
化粧水由来の洗浄成分をWで配合。
メイク汚れと素早くなじんで、濃いメイクや古い角質もするっと落とします。
液をたっぷり含んだ、肌あたりのやさしい大判シート
（15㎝×20㎝）
を採用。摩擦低減処方で肌にやさしい
使用感です。
無香料・無着色・オイルフリー。
〈使用方法〉
・キャップ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、
シートに汚れが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。

各46枚／￥550
（税抜）
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

毛穴・角質クリア

ビフェスタ
うる落ち水クレンジング シート
エンリッチ

しっとり、保湿

保湿型ビタミンC
（保湿）
、
乳酸
（角質柔軟）
配合。

商品名・容量・価格

ビフェスタ
うる落ち水クレンジング シート
モイスト

ハリ、弾力

吸着性アミノ酸
（保湿）
配合。

コエンザイムQ10
（保湿）
、
セラミド様成分
（保湿）
配合。

商品特長

デリケートなまつげや目元、口元に。
うるおいを守りながら、ウォータープルーフマスカラまで
するんと落とす、ポイントメイクリムーバー
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の効果で
肌のうるおいを守りながら、
ウォータープルーフマスカラやアイライナー、
口紅もするんと落とします。
ビタミンB・E誘導体配合でデリケートなまつげや目元、口元を保湿・保護。
無香料・無着色・防腐剤フリー・低刺激処方。

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）

〈使用方法〉
・ よく振ってからコットンに適量を含ませ、
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。コットンが汚れてきたら新しいコットン
に替えて、汚れがつかなくなるまで繰り返してください。

※価格は希望小売価格です。

商品名・容量・価格

商品特長

リキッドのメイク落ちとミルクのうるおい感を両立！
進化系リキッドクレンジング
（洗い流すタイプ）
オイル成分配合で、
ウォータープルーフマスカラもしっかりと落とします。
ダブル洗顔不要。
気持ち良い肌あたりでぬるつかず、
スピーディな洗い流し。
ミルククレンジングでお手入れ
したような、
しっとりとしたうるおいのある肌へ。
無香料・無着色・アルコールフリー・パラベンフリー・低刺激処方。

ビフェスタ
クレンジング
ミルキィリキッド
230ml／￥900
（税抜）

〈使用方法〉
・ 適量（2プッシュ程度）
をメイクとなじませ、
メイクが浮きがったら十分にすすいでください。
※手や顔がぬれた状態でもお使いいただけます。

