毛 穴 に詰 まったメイク汚 れをスッキリ落 とす“ニキビ予 防 クレンジング”
肌 への優 しさにこだわり、厚 みのあるテクスチャーを実 現

『 クリア ディ ープ クレンジング リキッド 』
2021 年 4 月 23 日（金） 新発売

『クリア ディープ クレンジング リキッド』 〔医薬 部 外品〕
150ｍL
1,500 円（税込 1,650 円）

オルビス株 式会 社 (本 社 ：東京 都 品川 区 、社 長：小 林 琢 磨 )は、毛 穴 に詰まったメイク汚れを
スッキリ落 とすニキビ予 防クレンジング、『クリア ディープ クレンジング リキッド』を、2021 年 4 月 23 日
（金 ）に新 発売 いたします。クリアは、「肌が本来持つバリア機能を維持し、自分らしさを発揮する」ことを目
指し、肌あれを防ぎ、ここちのいい毎日と肌に導くニキビケア※1 ブランドです。「クリアシリーズ」は、発売以来
4,917 万個を超える販売実績※2 を持つニキビケアシリーズで、肌へのやさしさにこだわり、和漢植物エキスを中
心とした成分を配合。今回「クリアシリーズ」から、ニキビができる３つの要因である「①毛穴の詰まり」「②バリア
機能低下」「③スキンケア時の刺激」の全てにアプローチする、ニキビに悩む人のためのクレンジング リキッドを新
発売いたします。
＜商品特長＞
1. 「毛穴クリア処方」で、毛穴に詰まったメイク汚れをスッキリ落とす
ニキビにお悩みの方は過剰な皮脂分泌が起こっている場合が多いからこそ、皮脂とメイクの油分が混ざって毛
穴に汚れが入りやすくなってしまうため、「毛穴クリア処方」を採用。皮脂やメイクの油分と馴染みやすい厳選した
洗浄成分を使用し、毛穴に詰まった汚れもぴたっと密着させ、つるんと落とします。また、オイルカットなので、余計
な油分を与えません。
浮かして落とす

●「毛穴クリア処方」＝皮脂やメイクの油分と馴染み、毛穴に詰まった汚れを落とす処方
2．肌のバリア機能を維持し、ニキビを予防
「クリアシリーズ」の共通成分である、３種類の和漢植物由来成分「紫根エキス※3」、「グリチルリチン酸ジカリウ
ム(甘草由来)

※4

ヨ ク イ ニン

」、「ハトムギエキス（薏苡仁エキス）※5」、および「浸透型コラーゲン※6」を配合。肌のバリア

機能を維持し、くり返しできてしまうニキビを予防します。（詳細は P.3 をご覧ください。）

紫 根 エキス

グリチルリチン酸 ジカリウム

ハトムギエキス

※イメージ

浸 透 型 コラーゲン

3．厚みのある優しい使い心地のテクスチャー
クレンジング時の摩擦によって肌へ負担がかからないよう、厚みのあるテクスチャーで摩擦ストレスを軽減。また、
うるおい成分 40%で肌の水分を優しく守る処方と、「菜種」や「大豆」

（％）

などの植物由来の洗浄成分を採用いたしました。
＜厚み比較（人工皮革に滴下し横から撮影＞

クリア ディープ クレンジング リキッド

（測定回数）

クレンジングリキッド

※値が低いほど摩擦が少ない

＜使 用 量目 安＞
ポンプ 2～3 プッシュ
＜使 用ステップ＞
クリア ディープ クレンジング リキッド ⇒ 洗 顔 料 ⇒ 化粧 水 ⇒ 日 中 用保 湿 液
＜商 品 概要 ＞

商品画像

商品名

商品 名 『クリア ディープ クレンジング リキッド』
販売 名 『オルビス クリア ディープ クレンジング リキッド』 〔医 薬部 外 品〕

価格

1,500 円（税込 1,650 円）

容量

150ｍL

発売日
販売ルート

2021 年 4 月 23 日（金）新発売
オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗
※一部商品は、総合通販サイト・バラエティショップでも販売しております。

※画像をご希望の方は、オルビスＰＲまでご連絡ください。
＜成分特長＞
●無油分●無香料●無着色●アルコールフリー
●毛穴クリア処方＝皮脂やメイクの油分と馴染み、毛穴に詰まった汚れを落とす処方
●グリチルリチン酸ジカリウム※4（甘草由来）配合＝ニキビ・肌荒れ防止薬用有効成分
●紫根エキス※3 配合＝肌コンディションを整える整肌成分
●浸透型コラーゲン※6 配合＝肌にうるおいを与えハリを与える保湿成分
●ハトムギエキス※5 配合＝植物性保湿成分
※アレルギーテスト実施済（すべての人にアレルギーがおきないというわけではありません）
※ノンコメドジェニックテスト実施済（すべての人にコメド＝ニキビのもとができないというわけではありません）

※1 ニキビを防ぐ
※2 オルビス総売上個数（96 年 5 月～21 年 1 月 31 日の販売実績）
※3 シコニン
※4 グリチルリチン酸２Ｋ
※5 ヨクイニンエキス
※6 コラーゲン・トリペプチドＦ

【参考：クリアシリーズ】
肌のバリア機能を維持し、くり返しニキビを防ぐニキビケアシリーズです。
うるおいに満ちた健やかな肌へと導きます。

【ニキビのある肌】

【ニキビのない肌】

【ニキビのある肌】

【ニキビのない肌】

＜シリーズ共通特長＞

1．３種類の和漢植物由来成分を配合。くり返しニキビを防ぐ！
３種類の和漢植物由来成分「紫根エキス※1」、「グリチルリチン酸ジカリウム(甘草由来)
ヨ ク イ ニン

（薏苡仁エキス）

※3

※2

」、「ハトムギエキス

」を配合。「アクネ菌」などのダメージから肌を守り、肌のバリア機能を維持。ホルモンバランスの乱

れやストレス等が原因で、くり返しできてしまうニキビを防ぎます。さらに、「肌荒れ」などの肌トラブルにもアプローチし、う
るおいに満ちた健やかな肌へと導きます。
■グリチルリチン酸ジカリウム（甘草由来）
甘草という植物由来の成分で、有効成分として

■紫根エキス
本来肌に備わっている機能を発揮するために、肌のバリア
機能を保つ働きがあります。

ニキビ・肌荒れを防ぐ役割を持ちます。
ヨ ク イ ニン

■ハトムギエキス（薏苡仁エキス）

※イメージ

肌を健やかに整え、
保湿効果も期待できます。
※イメージ
※イメージ

２．高保湿成分配合＆オイルカットで外的ダメージから保護し、肌を整える
分子量が小さく、浸透性に優れた「浸透型コラーゲン※4」を配合。肌のすみずみ※５までしっかり保湿し、乾燥を
はじめとした外的ダメージから保護し、肌を整えます。さらに、オイルカットなので油分が少ない環境下で肌の美
しくなる力を保ちます。
。
※イメージ

＜単品特長＞

『オルビス クリアウォッシュ』 〔医薬部外品〕
120ｇ 1,300 円 （税込 1,430 円）
STEP１
洗顔料

毛穴詰まりをすっきりさせ、 有効成分が浸透する入り口を整える。
濃密な泡で角質肥厚した毛穴の入口の汚れをしっかり除去し、成分の通り道を
整えるバウンドリッチ処方※6 によって、その後の化粧水の浸透をサポートします。
また、アミノ酸系洗浄成分※7 配合で、ニキビ肌に負担をかけにくく、優しく洗浄し
ます。
皮脂の上でもへたらない
濃密な泡を実現！

『オルビス クリアローション』 〔医薬部外品〕

Ｌタイプ（さっぱりタイプ）

180ｍＬ 1,500 円（税込 1,650 円）

Ｍタイプ（しっとりタイプ）

つめかえ用：1,300 円（税込 1,430 円）
ゴワついた肌にもぐんぐん浸透する※5 浸透型化粧水
STEP２

毛穴に詰まった皮脂になじむ「ディープデリバリー処方※8」が毛穴まで

化粧水

有効成分を届け、ニキビ要因にアプローチします。
枠内 ※9
皮脂と馴染んで

毛穴に届きにくい

毛穴に届きやすい！
ディープデリバリー
処方だと

※イメージ図

※イメージ図

『オルビス クリアモイスチャー』 〔医薬部外品〕
50ｇ 1,700 円 （税込 1,870 円）

Ｌタイプ（さっぱりタイプ）
Ｍタイプ（しっとりタイプ）

つめかえ用： 1,500 円（税込 1,650 円）
0
乾燥ダメージから肌を守り、硬いニキビ肌をうるおいに満ちた柔軟肌に整える
\）円）
0.1
ミクロンの細かい網目構造の保水膜「AC ケアネットシステム※10」により、ベ
STEP3

タつかずに高い保湿を実現。硬くごわつきがちなニキビ肌をうるおいに満ちた、や

保湿液

わらかいハリのある肌へと導きます。
高分子の網目で
水分をしっかり抱え込む

AC ケアネットシステムの
※イメージ図

発売日

2020 年 6 月 22 日（月）デザインリニューアル

電子顕微鏡写真

2015 年 3 月 24 日（木）発売

＜成分特長＞
【全商品共通】
●無油分、無香料、無着色
●グリチルリチン酸ジカリウム(甘草由来)
●紫根エキス

※1

※2

配合＝ニキビ・肌荒れ防止薬用有効成分

配合＝肌コンディションを整える整肌成分

●浸透型コラーゲン※4 配合＝肌にうるおいを与えハリを与える保湿成分
●ハトムギエキス※3 配合＝植物性保湿成分
※アレルギーテスト済(すべての人にアレルギーがおきないというわけではありません)
※ノンコメドジェニックテスト済(すべての人にコメド＝ニキビのもとができないというわけではありません)
【ウォッシュ】
●バウンドリッチ処方＝弾力のある泡をつくる処方
●アミノ酸系洗浄成分※7 配合＝肌をすこやかに洗う成分
●アルコールフリー
【ローション】
●界面活性剤不使用 ●ディープデリバリー処方＝すぐれた浸透感で成分を届ける処方 ●弱酸性
【モイスチャー】
●界面活性剤不使用 ●ＡＣケアネットシステム※10＝肌を保護し、うるおいを保つ処方 ●弱酸性
●アルコールフリー（M タイプのみ）

※1 シコニン
※2 グリチルリチン酸２Ｋ
※3 ヨクイニンエキス
※4 コラーゲン・トリペプチド Ｆ
※5 角層まで
※6 アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミドコーポリマー液、塩化ジメチルジアリルアンモニウ
ム・アクリルアミド共重合体
※7 ＰＣＡイソステアリン酸ＰＯＥグリセリル
※8 ＰＯＥ（２４）ＰＯＰ（２４）グリセリルエーテル
※9 角層の範囲内
※10 ヒドロキシエチルセルロース

本件に関するお問い合わせ先

オルビス株式会社

（撮影用商品、画像データもご用意しております）

【報 道 関 係 者】 TEL：03-3788-3937／FAX：03-3788-7463
【消 費 者】
0120-010-010
【ブランドサイト】

www.orbis.co.jp

【公式 SNS】

instagram:＠orbis_jp

商品 PR 担当：鈴木、成重、川越、倉橋（orbis-pr@orbis.co.jp）

twitter:ORBIS_JP

facebook:orbis.jp

【販 売 ルート】 オルビス公 式 オンラインショップ、全 国 のオルビス直 営 店 舗 ※一 部 商 品 は、総 合 通 販 サイト・バラエティショップでも販 売 しております。

