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ロゼット株式会社は、使う楽しさと美しくなる体感を提供する『Rz+ by ROSETTE』( アールゼットプラス バイ ロゼット ) から、
肌あれ・ニキビを防いでつるすべ毛穴レスな光透肌 *2へと導くイオウ *1 配合のスキンケアブランド『iow』( イオウ ) を新たに
リリース。洗顔パウダー・薬用美容水・酵素パックの 3 アイテムを、2023年4月10 日 (月 )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発売いたします。

【新商品】イオウ*1の力でつるすべ毛穴レスな光透肌*2へ。
肌あれ・ニキビを予防する新スキンケアブランド『 iow』誕生！

 2023年 4月10日 (月 ) 新発売

【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 )

■発売日：2023年4月10日(月 ) 
　※4/10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 4/10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/

■商品名：ＳＦパック ［洗い流すパック］
■希望小売価格：1,800 円／1,980 円 (税込)
■容量：１(ＳＦパックパウダー )1.5g×5包、
２(ＳＦパッククリーム )15g×5包

■商品名：ＳＦ洗顔パウダー ［洗顔料］
■希望小売価格：1,600 円／1,760 円 (税込)
■容量：0.4g×30包

■商品名：ＳＦ美容水 【医薬部外品】 ［化粧水］
■希望小売価格：1,800円／1,980円(税込)
■容量：150mL

*1 ＳＦ洗顔パウダー、ＳＦパックパウダー：清浄成分 / ＳＦ美容水【医薬部外品】：有効成分
*2 ＳＦ洗顔パウダー、ＳＦパック：汚れを落とすことによる肌印象 / ＳＦ美容水【医薬部外品】：うるおいによる肌印象
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『 iow』ブランドコンセプト『 iow』ブランドコンセプト

使い続けるたび、毛穴レスな光透肌*2 へ

ロゼットのイオウ研究から誕生した『iow』は、“美しさ”を提供するスキンケアブランド。
肌あれ・ニキビを防ぐイオウ*1 配合のアイテムで、使い続けるたび、透明感のあるつるすべ毛穴レスな光透肌 *2 へと導きます。

1929年に日本初のクリーム状洗顔料「ロゼット洗顔パスタ」※を発売してから90余年。以来ロゼットは「お客様の肌悩
みを解決したい」という創業時の信念はそのままに、イオウの研究を続けてきました。今回、イオウによる“肌悩み解決”
という提供価値をより一層進化させるべく、イオウそのものの効果に改めて着目。“肌悩み解決” だけにとどまらない、
さらにその先の“美しくなる体感” の実現を目指した、新たなイオウ配合スキンケアの開発に取り組みました。

そうして誕生したのが、イオウ*1の力で肌あれ・くすみ*3などの肌悩みをケアして「光透肌*2」へと導くスキンケアブランド
『iow』です。長年に渡りイオウと向き合ってきたロゼットだから実現できた「光透肌 *2」という新たな提供価値をお届け
いたします。

肌の角質をやわらかくして毛穴詰まりを防ぎ、過剰な皮脂を吸着除去する、などの働きがあるといわれているイオウ。
温泉成分としても知られ、肌あれの予防などに広く用いられています。

*1 ＳＦ洗顔パウダー、ＳＦパックパウダー：清浄成分 / ＳＦ美容水【医薬部外品】：有効成分
*2 ＳＦ洗顔パウダー、ＳＦパック：汚れを落とすことによる肌印象 / ＳＦ美容水【医薬部外品】：うるおいによる肌印象　*3 古い角質

(※ 1951年「レオン洗顔クリーム」から商品名を変更 )

イオウが生み出した「光透肌*2」という新たな価値イオウが生み出した「光透肌*2」という新たな価値
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*1 ＳＦ洗顔パウダー、ＳＦパックパウダー：清浄成分 / ＳＦ美容水【医薬部外品】：有効成分
*2 ＳＦ洗顔パウダー、ＳＦパック：汚れを落とすことによる肌印象 / ＳＦ美容水【医薬部外品】：うるおいによる肌印象

*2 ＳＦ洗顔パウダー、ＳＦパック：汚れを落とすことによる肌印象 / ＳＦ美容水【医薬部外品】：うるおいによる肌印象　*３ 古い角質
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●肌あたりが良いキメ細かい濃密泡でつるんとなめらかな洗い上がり
●肌あれ＆ニキビ予防
●イオウ *4×クレイ *5 × 酵素 *6 のトリプルパウダー処方で角栓・ベタつき・毛穴汚れをしっかりオフ
●透明感のある毛穴レス *7肌へ導く7種のうるおい美容成分*8 配合
●敏感肌パッチテスト済み*9、ノンコメドジェニックテスト済み*10

まるでイオウ*4で洗顔してるみたい！
ほんのり黄色い濃密泡の洗顔パウダー

 商品ラインナップ

ＳＦ洗顔パウダー

*4 清浄成分　*5 ベントナイト〔清浄成分〕　*6 パパイン、プロテアーゼ、リパーゼ〔清浄成分〕　*7 汚れを落とすことによる肌印象
*8 グリチルレチン酸ステアリル、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸〔皮フコンディショニング成分〕、アーチチョーク葉エキス、ポリクオタニウム－５１〔保湿成分〕、

セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ〔皮フ保護成分〕*9 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
*10 すべての方にニキビができないということではありません

●よく振って沈殿しているイオウ *11と混ぜると、ほんのり黄色い美容水に変化！
●肌あれ＆ニキビ予防 ( 有効成分イオウ、グリチルリチン酸２Ｋ配合 )
●うるおい・ハリ・ツヤを与える 7種の美容成分 *12 配合
●透明感のある肌へ導く 7 種の美容成分 *13 配合
●敏感肌パッチテスト済み*9、ノンコメドジェニックテスト済み*10

振って使うのが楽しい！
イオウ*11を体感できる薬用美容水

ＳＦ美容水【医薬部外品】

*9 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 *10 すべての方にニキビができないということではありません *11 有効成分
*12 セラミド２、ステアロイルフィトスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン〔皮フ保護成分〕、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、

２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、アラビアゴム〔保湿成分〕
*13 ユキノシタエキス、ローマカミツレエキス、ヨクイニンエキス、タイムエキス－１、オウバクエキス、人参エキス、マヨラナエキス〔保湿成分〕

美容水【医薬部外品】

●週一回の自分で作るスペシャルパックで毛穴・くすみ*3・角質ケア
●肌あれ＆ニキビ予防
●酵素*14× イオウ *15× クレイ*16 のトリプルパウダー処方 (ＳＦパックパウダー )
●キメを整えワントーン明るい肌へ導く8種の美容成分 *17 配合 (ＳＦパッククリーム )
●敏感肌パッチテスト済み *9、ノンコメドジェニックテスト済み *10

使う直前に混ぜて新鮮！
自分で作る洗い流すパック

ＳＦパック
(ＳＦパックパウダー/ＳＦパッククリーム )

*3 古い角質　*9 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 *10 すべての方にニキビができないということではありません
*14 ＳＦパックパウダー：パパイン、プロテアーゼ、リパーゼ〔清浄成分〕  *15 ＳＦパックパウダー：清浄成分  *16 ＳＦパックパウダー：モロッコ溶岩クレイ〔清浄成分〕

*17 ＳＦパッククリーム：グリチルレチン酸ステアリル、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、リノール酸レチノール〔皮フコンディショニング成分〕、アーチチョーク葉エキス、
ポリクオタニウム－５１〔保湿成分〕、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ〔皮フ保護成分〕

スペシャル
ケア




