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報道関係各位
【掲載・貸出に関するお問い合わせ先】
ロゼット PR事務局 ( 株式会社エフ内 )
担当：深川 章次 < fukagawa@ef-inc.co.jp > / 03-6812-9113

ロゼット株式会社　https://corporate.rosette.jp/
〒140-0004 東京都品川区南品川 2-2-10 南品川 Nビル 8階
担当：マーケティング部 山手 < press@rosette.co.jp >

ロゼット株式会社は、昨年新たに設立した事業部『Rz+ DIVISION』( アールゼットプラス ディヴィジョン ) から東洋思想に
着目したスキンケアブランド『MEGURIM by Rz+』( メグリム バイ アールゼットプラス ) を立ち上げ、日本最大級の漢方専
門店・薬日本堂株式会社による監修のもと、和漢植物エキス *3 を配合したクレイ *2 in ジェル洗顔を新発売。

ゆらぎ肌向けの「MEGURIM RELAX」、毛穴対策の「MEGURIM WARM」、くすみ *1 対策の「MEGURIM FLOW」、3 つのライン

ナップを展開し、2022 年 10 月 6 日 ( 木 ) より全国のバラエティショップ (※一部店舗を除く )、ロゼットの通信販売・公式オンラ
インショップにて販売を開始いたします。

【新商品】ゆらぎ、毛穴、くすみ*1をケアする3種の「クレイ*2 in ジェル洗顔」が新登場！
肌悩みに合わせた “クレイ*2”と薬日本堂株式会社監修の“和漢植物エキス*3”配合

東洋思想に着目したスキンケアブランド『MEGURIM by Rz+』誕生。

【お客様のお問い合わせ先】ロゼットお客様センター
TEL：0120-00-4618 ( 受付時間 平日 9:00 ～ 17:00 / 土・日・祝日は除く )

■商品名：MEGURIM RELAX ／MEGURIM WARM ／MEGURIM FLOW ［洗顔ジェル］
■希望小売価格：各1,200 円／1,320 円 ( 税込 )
■容量：各120g
■発売日：2022年10月 6日 ( 木 ) 
　※10/6はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。
　※公式オンラインショップは 10/6からの販売です。
■流通：全国のバラエティショップ (※一部店舗を除く )、ロゼットの通信販売・公式オンラインショップにて発売予定
【ロゼットオンラインショップ】https://rosette.jp/

*1 古い角質による　*2 清浄成分　*3 保湿成分
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おだやかな洗浄力の白泥 *4 と和漢植物エキス *3 を配合したジェル洗顔。( 低刺激処方 *5)
マッサージしながらおだやかに洗い上げ、乾燥しがちな肌もみずみずしくうるおう肌へ。
肌荒れが気になる方に。

●【肌悩み別クレイ】白泥 *4

●厚みのあるクッションジェル
●こころ和らぐリラックスシトラスの香り
●薬日本堂株式会社が監修する 8 種の和漢植物エキス *3 配合
・【乾燥による肌荒れケアをサポートする】5 種の和漢植物エキス *3

・【うるおい不足をサポートする】( シリーズ共通 )3 種の和漢植物エキス *3

MEGURIM RELAX ～ゆらぎケアでうるおう肌へ～

商品ラインナップ

毛穴汚れにアプローチする海泥 *7 と和漢植物エキス*３を配合したジェル洗顔。
ここちよい温感ジェルでマッサージしながら毛穴汚れを洗い落とし、なめらか
な毛穴レス*6 肌へ。角質がたまりやすく毛穴が目立つ方に。

●【肌悩み別クレイ】海泥 *7

●ぬくもりを感じる温感ジェル
●きもち華やぐスイートピオニーの香り
●薬日本堂株式会社が監修する 8 種の和漢植物エキス*3 配合
・【毛穴ケアをサポートする】5 種の和漢植物エキス*3

・【うるおい不足をサポートする】( シリーズ共通 )3 種の和漢植物エキス *3

MEGURIM WARM ～なめらかな毛穴レス*6肌へ～

*3 保湿成分 　*6 汚れを落とすことによる肌印象 　*7 タナクラクレイ〔清浄成分〕
※画像はイメージです。

*3 保湿成分 　*4 カオリン〔清浄成分〕　*5 スティンギングテスト済み (すべての方に刺激が起こらないというわけではありません )
※画像はイメージです。

クッションジェル

白泥 *４

温感ジェル

海泥 *７

ヨモギ葉エキス*3 トウキ根エキス*3 シャクヤク根エキス*3 センキュウ根茎エキス*3 ボタンエキス*3

ムラサキ根エキス*3 オタネニンジン根エキス*3 カンゾウ葉エキス*3 マグワ根皮エキス*3オウゴン根エキス*3 キハダ樹皮エキス*3 ドクダミエキス*3 クララ根エキス *3

なめらか

※画像はイメージです。

温感ジェル

海泥 *７

オタネニンジン根エキス*3 カンゾウ葉エキス*3 マグワ根皮エキス*3

クッションジェル

白泥 *４
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ブランドコンセプト

『MEGURIM by Rz+』 は、東洋思想に着目して生まれたスキンケアブランド。
肌悩みに合わせたクレイ *2 と和漢植物エキス *3 を配合。つややかできらめくような肌本来の美しさへ導きます。

「薬日本堂株式会社」とは
1969 年の創業以来、東洋の健康思想をもとにライフスタイルの提案を行っている薬日本堂株式会社は、業界のリーディング
カンパニーとして、全国に漢方専門店・薬局を多く展開するほか、漢方ミュージアム、漢方スクール、出版・監修、他業種と
のコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。『MEGURIM by Rz+』では、和漢素材の
選定において監修としてご協力いただきました。
薬日本堂ホームページ：https://www.nihondo.co.jp/

*1 古い角質による 　*3 保湿成分 　 *8 モロッコ溶岩クレイ〔清浄成分〕　 *9 グルコマンナン、結晶セルロース〔スクラブ成分〕
※画像はイメージです。

古い角質を吸着するガスール *8 と和漢植物エキス *3 を配合したジェル洗顔。
肌あたりのやさしいソフトスクラブ *９入りのジェルでマッサージしながら角質を
やさしく洗い落とし、透明感のある肌へ。べたつきやくすみ*1 が気になる方に。

●【肌悩み別クレイ】ガスール *8

●角質をケアするスクラブ in ジェル
●すっきり爽やかハーブの香り
●薬日本堂株式会社が監修する 8 種の和漢植物エキス*3 配合　
・【乾燥によるくすみケアをサポートする】5 種の和漢植物エキス *3

・【うるおい不足をサポートする】( シリーズ共通 )3 種の和漢植物エキス *3

MEGURIM FLOW ～くすみ*1ケアで透明感のある肌へ～

*2 清浄成分 　*3 保湿成分

やさしさめぐる。肌ととのえ、みたす。
私らしくかがやくために。

ソフトスクラブ *９配合
ジェル

ガスール *8

ハトムギ種子エキス*3 クマザサ葉エキス*3 ビワ葉エキス*3 スギナエキス *3 ショウブ根茎エキス *3 オタネニンジン根エキス*3 カンゾウ葉エキス*3 マグワ根皮エキス*3

ガスール




