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2016 年以降、拡大の一途にあるクレンジング市場。その背景にはナチュラルメイクがトレンドとなる一方で、ティント

リップをはじめとする “落ちにくさ” を訴求したメイクアイテムの増加と、使用アイテムに応じてクレンジングの使い分

けや併用を行う傾向が強まったことが要因として考えられています。その傾向は、トレンドに敏感でメイクに関心の高い

10 代～ 20 代の若年層女子において、より顕著に見られます。平日や休日、外出先などによってファッション同様にメ

メイクも古い角質も、これ１本でスッキリ！
“きちんとメイク女子” の願いを叶える、スゴ落ちクレンジング。

“スゴーくオフする” クレンジングブランド「スゴオフ」から
『クレンジングウォーター』と『クレンジングクリーム』が新発売！

ロゼット株式会社は、角質クリア成分（発酵 AHA）※1 配合で、重ねたメイクも古い角質もまとめて簡単オフできるク

レンジングブランド「スゴオフ」から、ふきとり専用の『クレンジングウォーター』と、洗い流し専用の『クレンジ

ングクリーム』を 2019 年 9 月 2 日より新発売いたします。

イクを変えているイマドキ女子の間では、その日の気分や肌の調子、使用アイテムによって複数のクレンジングを使い分

けているというユーザーが少なくありません。

そうした事情を踏まえて今年 2 月に発売された「スゴオフ」は、メイクはしっかりオフしたいけど、うるおいも欲しい

という “きちんとメイク女子” の願いを叶えるクレンジングブランドです。角質クリア成分（発酵 AHA）※1 配合で、重ね

たメイクはもちろん、多くの女子の肌悩みである毛穴汚れや古い角質も “スゴーくオフする” クレンジングとして、発売

以来多くの方にご好評いただいております。

今回ロゼットでは、多様化するイマドキ女子のメイクスタイルに合わせた使い分けができるクレンジングブランドの確立

を目指し、ラインナップを拡充。クレンジング力を重視した『スゴオフ クレンジングオイル』（発売中）に加え、新たに

手軽さを重視したウォータータイプと、保湿力を重視したクリームタイプを追加発売いたします。

『スゴオフ クレンジングウォーター』は、クレンジング・洗顔・角質ケアがこれ 1 本でできる洗い流し不要のふきとりタ

イプ。角質クリア効果で気になるくすみ※2 もケア。手軽にサッとメイクオフしたい時に便利です。『スゴオフ クレンジ

ングクリ―ム』は、2 種のクリアリフト成分※3 配合で、透明感対策と引きしめケア※4 ができる洗い流し専用クレンジング。

なめらかなテクスチャーでマッサージもでき、しっとりした洗い上がりが欲しい方にぴったりです。

使用シーンやお好みの種類で“私のお気に入り”が選べる楽しさも魅力の「スゴオフ」。ロゼットユーザーの声から生まれた、

メイクも肌悩みもオフする注目クレンジングブランドの新ラインナップに、どうぞご期待ください。

スゴオフ
クレンジングウォーター/クレンジングクリーム発売背景

※1：清浄成分

スゴオフ クレンジングウォーター スゴオフ クレンジングクリーム

200mL/780 円（税抜）
2019 年 9 月 2 日発売

200g/780 円（税抜）
2019 年 9 月 2 日発売
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2016 年以降、拡大の一途にあるクレンジング市場。その背景にはナチュラルメイクがトレンドとなる一方で、ティント

リップをはじめとする “落ちにくさ” を訴求したメイクアイテムの増加と、使用アイテムに応じてクレンジングの使い分

けや併用を行う傾向が強まったことが要因として考えられています。その傾向は、トレンドに敏感でメイクに関心の高い

10 代～ 20 代の若年層女子において、より顕著に見られます。平日や休日、外出先などによってファッション同様にメ

イクを変えているイマドキ女子の間では、その日の気分や肌の調子、使用アイテムによって複数のクレンジングを使い分

けているというユーザーが少なくありません。

そうした事情を踏まえて今年 2 月に発売された「スゴオフ」は、メイクはしっかりオフしたいけど、うるおいも欲しい

という “きちんとメイク女子” の願いを叶えるクレンジングブランドです。角質クリア成分（発酵 AHA）※1 配合で、重ね

たメイクはもちろん、多くの女子の肌悩みである毛穴汚れや古い角質も “スゴーくオフする” クレンジングとして、発売

以来多くの方にご好評いただいております。

今回ロゼットでは、多様化するイマドキ女子のメイクスタイルに合わせた使い分けができるクレンジングブランドの確立

を目指し、ラインナップを拡充。クレンジング力を重視した『スゴオフ クレンジングオイル』（発売中）に加え、新たに

手軽さを重視したウォータータイプと、保湿力を重視したクリームタイプを追加発売いたします。

『スゴオフ クレンジングウォーター』は、クレンジング・洗顔・角質ケアがこれ 1 本でできる洗い流し不要のふきとりタ

イプ。角質クリア効果で気になるくすみ※2 もケア。手軽にサッとメイクオフしたい時に便利です。『スゴオフ クレンジ

ングクリ―ム』は、2 種のクリアリフト成分※3 配合で、透明感対策と引きしめケア※4 ができる洗い流し専用クレンジング。

なめらかなテクスチャーでマッサージもでき、しっとりした洗い上がりが欲しい方にぴったりです。

使用シーンやお好みの種類で“私のお気に入り”が選べる楽しさも魅力の「スゴオフ」。ロゼットユーザーの声から生まれた、

メイクも肌悩みもオフする注目クレンジングブランドの新ラインナップに、どうぞご期待ください。

＜スゴオフ 共通特長＞

角質ケア効果のある天然植物由来の成分「乳酸桿菌 / セイヨウナシ果汁発酵液」を配合。

メイクや古い角質を浮かせて落とし、くすみ※2 のない透明感ある肌へ導きます。

●角質クリア成分（発酵 AHA）※1 配合で、透明感ある肌へ

※1：清浄成分　※2：古い角質　※3：保湿成分　※4：マッサージ効果によるもの

商品名：スゴオフ　クレンジングウォーター
　　　　   ［クレンジングウォーター］　200mL/780 円（税抜）

クレンジング・洗顔・角質ケアの「3in1」だから、サッとふきとってク

レンジング完了。天然植物由来の角質クリア成分（発酵AHA）※1の働きで、

メイクだけでなく毛穴の奥の汚れや古い角質もまとめてオフします。

スゴオフ
クレンジングウォーター/クレンジングクリーム商品概要
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※1：清浄成分　※2：古い角質　※3：保湿成分　※4：マッサージ効果によるもの

（クダモノトケイソウ果実エキス） （マンダリンオレンジ果皮エキス）

商品名：スゴオフ　クレンジングクリーム
　　　　  ［クレンジングクリーム］　200g/780 円（税抜）

なめらかクリームでマッサージしながら、透明感アップ＆リフトケア※4。

丁寧に時間をかけてメイクオフしたい方、クレンジング後のしっとり感を

重視する乾燥肌の方におすすめ。洗い流すタイプのクリームクレンジング

です。

スキンケア製品にも使われる肌にやさしい洗浄成分が、うるおいをキープしながら、メイク汚れや古い角質を浮かせて

スッキリ。洗い流し不要だから、疲れた日も手軽にサッとメイクオフ。朝のふきとり洗顔にもお使いいただけます。

洗い流し不要！「3in1」ですっきり、ふきとリフレッシュ

オイルフリー処方で、まつ毛エクステをご使用の方にもお使いいただけます。

まつエク OK ！

リンパ管ケアに着目した成分「キュアパッション※3」と、植物性のクリア成分「マンダリンクリア※3」の働きで、メイ

クオフしながら肌のハリ感をサポートし、肌に透明感を与えます。

2 種のクリアリフト成分※3 配合

とうもろこしから摂れた「スターチ粒」が肌の上をやさしく転がることで、摩擦感を軽減してマッサージ効果をアップ。

メイクや毛穴の奥の汚れ、古い角質を落としながら、リフトケア※4 を叶えます。

マッサージ効果で、メイクオフしながらリフトケア※4

キュアパッション※3 マンダリンクリア※3
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スゴオフ
クレンジングオイル
200mL/780 円 ( 税抜 ) 

スゴオフ
クレンジングオイル つめかえ
180mL/650 円 ( 税抜 ) 

スゴオフ
クレンジングウォーター
200ｍＬ/780 円 ( 税抜 ) 

スゴオフ
クレンジングクリーム
200g/780 円 ( 税抜 )

スゴオフ クレンジングウォーター / スゴオフ クレンジングクリーム

■ 発売日：2019 年 9 月 2 日

■ 価　格：各 780 円（税抜）

■ 内容量：200mL（クレンジングウォーター）
              200g（クレンジングクリーム）

■ 販売チャネル：全国のドラッグストア、GMS、スー   
　　　　　　　   パー、バラエティショップ、その他

　                 通信販売
　　　　　　　 【ロゼットお客様センター】 
　　　　　　　 TEL:0120 -11- 6010
　　　　　　　 FAX:0120 - 43 -6060

　　　　　　　 【ロゼット公式 EC サイト】
　　　　　　　 https://rosette.jp/

スゴオフ
クレンジングウォーター/クレンジングクリーム

しっかりオフ＆うるおい実感 手軽にサッとメイクオフ やさしく丁寧にメイクオフ

ブランドラインナップ

NEW NEW




