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近年、拡大傾向にある日本のボディケア市場。日常的に使用するボディソープはもとより、最近ではニーズも多様化。高

保湿や UV などの機能性を訴求したボディクリームやローションも、季節を問わず使用する人が増えています。こうした

多彩なボディケア製品の登場もあり、今後もボディケア市場はさらなる需要の広がりを見せていくと考えられています。

自然の恵みのスクラブで肌を磨き上げるボディスクラブと
ふんわりとろけるハンド＆ボディクリームで、リフレッシュ＆リラックス♪

ただのボディケアじゃ物足りない、オトナ女子へ―。
「RITICA（リティカ）」から、『ボディフィットスクラブ コーラル』と

『ハンド＆ボディクリーム パール』が新発売！

ロゼット株式会社は、自然の恵みから抽出された美容成分を配合したナチュラル志向のトータルボディケアブランド

「RITICA（リティカ）」から、マイルドな使い心地の『ボディフィットスクラブ コーラル』と、ふんわりとろける使

用感の『ハンド＆ボディクリーム パール』を 2019 年 11 月 1 日より新発売いたします。

そこでロゼットでは、この秋より「RITICA」を “自分磨き女子” のためのトータルボディケアブランドとしてリブランディ

ング。発売中のボディウォッシュに加え、新たなラインナップとして、自然の恵みで肌を磨き上げるボディスクラブと、

ふんわりとろける使用感で輝く美肌に導くハンド＆ボディクリームを新発売。20 ～ 30 代の働き世代のオトナ女子に人

気がある自然素材や天然由来にこだわった、ナチュラル志向のボディケアブランドとして商品ラインナップの拡充をはか

ります。

ブランド名の「RITICA」は、古代インドのサンスクリット語で “ナチュラル” の意。その由来どおりボディウォッシュ

には『チャコール（炭）※1』、『タナクラクレイ（泥）※2』、『サルファー（イオウ）※3』を、新たに加わるボディフィットス

クラブには『サンゴパウダー※2』、ハンド＆ボディクリームには『真珠エキス※4』を配合するなど、各アイテムに自然由

来の “鉱物” からなる美容成分を配合しています。

オイルを含んだ適度な密着感とマイルドな肌あたりで、気になるボディのザラつきをつるすべしっとり肌に磨き上げる

『ボディフィットスクラブ コーラル』は、スクラブにありがちな肌への刺激が気になる方にもおすすめ。独自製法でまる

でホイップクリームのようなとろける使用感を実現した『ハンド＆ボディクリーム パール』は、ベタつき感なしで肌をしっ

とり整えながら、香りにも癒されたいこだわり派の方にぴったりです。

各アイテムごとに異なるやすらぎの香りで心身をときほぐし、肌だけでなく心の余分なものまでもリセット。日々を忙し

く過ごす現代女性のボディケアタイムを、リフレッシュ＆リラックスの時間へと変える実力派のボディケアブランド

「RITICA」に、ぜひご期待ください。

RITICA
ボディフィットスクラブ コーラル / ハンド＆ボディクリーム パール発売背景

RITICA ボディフィットスクラブ コーラル
120g/1,500 円（税抜）
2019 年 11 月 1 日発売

RITICA ハンド＆ボディクリーム パール
120g/1,500 円（税抜）
2019 年 11 月 1 日発売

RITICA ボディフィットスクラブ コーラル RITICA ハンド＆ボディクリーム パール
120g/1,500 円（税抜）
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RITICA
ボディフィットスクラブ コーラル / ハンド＆ボディクリーム パール商品概要

高い保湿効果を持つ 3 種の植物性美容オイル※5 を配合。たっぷりのうるおいで肌をやわらかく、なめらかに整えます。

＜RITICA 共通特長＞

「肌や気持ちの余分なものを脱ぎ捨ててリセット。
 私の毎日を新しく、ナチュラルに」

●3 種の美容オイル※5 をすべてのアイテムに共通配合

※1：皮脂吸着成分　※2：スクラブ成分　※3：角質ケア成分　※4：整肌成分

マカデミア種子油※5　ヒマワリ種子油※5　ブドウ種子油※5マカデミア種子油※5
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商品名：RITICA ボディフィットスクラブ コーラル
　　　　　 ［ボディスクラブ］　120g ／ 1,500 円 ( 税抜 )

マイルドな肌あたりで、ひじ・ひざ・かかと・背中といった気になるボディ

のザラつきやくすみ※6を除去する、大人肌のためのボディスクラブ。サ

ンゴパウダー※2をはじめとする天然スクラブ成分のほか、なめらかで適

度な密着感のある美容オイル成分を配合。しっとりと肌に吸いつくよう

な使用感で、ゆっくりとマッサージしていただけます。

ザラつき感がなく肌あたりの良い天然由来スクラブ成分を配合。古い角質や毛穴汚れをやさしく取り除き、つるつる

しながらもなめらかでしっとりした透明感のある肌へ洗い上げます。

みずみずしく香る数種の柑橘精油にバニラを纏わせた甘い誘惑を感じる香り。

●マイルドな使い心地の天然スクラブ

美容オイルを配合した、すべりの良いジェルタイプ。しっとり肌に吸いつくような密着感

と適度な厚みで、肌の上をすべるようにマッサージしながらやさしく角質ケアします。

●マッサージしやすい伸びの良いテクスチャー

●衛生面も考えた使いやすいチューブ型容器

●スパイシー＆スウィートシトラスの香り

サンゴパウダー※2　　　　  アンズ核※2　　　　　　　　 モモ核※2

チューブ吐出口にアルミシールがあり、
剥がしてから使用するチューブを採用。
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※2：スクラブ成分　※4：整肌成分　※5：保湿成分　※6：古い角質

商品名：RITICA ハンド＆ボディクリーム パール
　　　　　 ［ハンド&ボディクリーム］　120g ／ 1,500 円 ( 税抜 ) 

まるでホイップクリームのようなふんわりとろける使用感が楽しい新感

触のボディクリーム。真珠エキス※4やシアバター※5 などの美容成分が、

乾燥やカサつきが気になる部分をしっかり保湿。ベタつかないエアリー

な感触と、さわやかさと甘さのバランスが絶妙なシトラスメープルの香

りに癒されます。お風呂あがりのボディケアや、日中のハンドケアに。

豊富なミネラルやアミノ酸を含んだ日本産アコヤ真珠のエキス※4 と、保湿力にすぐれたアフリカ・ガーナ産のシアバ

ター※5 を配合。しっとりなめらかな肌へと導きます。

さわやかに弾ける柑橘にバニラのアクセントを加えた上品で甘い香り。

●軽い使用感なのにしっとりうるおう

独自の製法で無数の細かな気泡を取り込み、シアバター※5 の質感を活かしたふんわりとし

たホイップ感を実現。コクがありながらも伸びが良く、ベタつかない、軽い感触が心地よ

いクリームに仕上げました。

密閉性が高い、
セキュリティナーキャップの
フレッシュボトルを採用。

●新感触！ホイップみたいなふんわりクリーム

●シトラスメープルの香り

●手軽に使えるバージンキャップジャー容器

真珠エキス※4　　　　  シアバター※5

と、保湿力にすぐれたアフリカ・ガーナ産のシアバ
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RITICA ボディフィットスクラブ コーラル／ RITICA ハンド＆ボディクリーム パール

ボディウォッシュ
チャコール クール

〈数量限定〉　300mL/900円(税抜)

■ 発売日：2019 年 11 月 1 日（金）

■ 価　格：各 1,500 円（税抜）

■ 内容量：ボディフィットスクラブ 120g
              ハンド＆ボディクリーム 120g 

■ 販売チャネル：全国のバラエティショップ、 その他 
　　　　　　　   ※一部店舗除く

                        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/

ボディウォッシュ
チャコール

300mL/900 円 ( 税抜 )

ボディウォッシュ
クレイ

300mL/900 円 ( 税抜 )

ボディウォッシュ
サルファー

300mL/900 円 ( 税抜 )

ボディフィットスクラブ　
コーラル

120g/1,500 円 ( 税抜 )

ハンド＆ボディクリーム
パール

120g/1,500 円 ( 税抜 )

RITICA ブランドラインナップ

クール＆すべ肌すっきりすべ肌 しなやかハリ肌

フレッシュソープのできたて泡で洗う
新発想のボディウォッシュ

自然の恵みで磨き上げる
ボディスクラブ

透明感のある肌へ しっとりなめらか肌へ

なめらかシルク肌

NEW

ふんわりとろける使用感の
ハンド＆ボディクリーム

NEW

その他 

ボディフィットスクラブ　 ハンド＆ボディクリーム
パール

120g/1,500 円 ( 税抜 )

NEW




