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『夢みるバーム 海泥スムースモイスチャー／白泥リフトモイスチャー』
2020年 9月 1日 ( 火 ) より発売開始

ロゼット株式会社は、しっかりメイクで毎日頑張る 20 ～ 40 代の大人女子に向けて、メイクをしっかり落として肌

悩みもケアするクレンジングバーム「夢みるバーム」を、2020 年 9 月 1 日 ( 火 ) より全国のドラッグストア、バラ

エティショップ ( 一部店舗を除く ) にて発売いたします。

毎日しっかりメイクする 20 代～ 40 代の大人女子にとって、メイクをきちんと落とせるクレンジングはスキンケアの

中でも特に重要なもの。近年、多種多様なクレンジングアイテムがある一方で「オイルタイプはメイク落ちはいいけ

れど肌荒れしやすい…」、「クリームタイプは肌にやさしいけれどメイク落ちは物足りない…」などの声から、今急激

にクレンジングバームの需要が高まっています。また最近では、毛穴ケア効果のあるクレンジングが好調な売上げを

見せているように、メイク落ちだけでなく、プラスαの効果を備えた多機能で高機能なクレンジングが人気となって

います。

夢みるバーム 海泥スムースモイスチャー
90g/1,800 円（税抜）

夢みるバーム 白泥リフトモイスチャー
90g/1,800 円（税抜）

そんな声に応えるべく、ロゼットでは洗浄力・保湿力・美容効果を兼ね備えた新たな商品を開発。とろけるようなや

さしい使用感で、メイクオフしながら大人の毛穴・ハリ悩みもケアする新感覚のクレンジングバーム「夢みるバーム」

を発売します。

「夢みるバーム」は “毛穴・ハリケア、保湿ケア、角質ケア、マッサージ、メイク落とし” を兼ねた 1 品 5 役。クレイ
※1・オイル※2・酵素※3 配合のバームが肌の上でとろけてなじみ、メイクや毛穴汚れ、古い角質をやさしくしっかり落とし、

しっとりうるおう肌へと洗い上げます。気になる毛穴の悩みには海泥と毛穴ケア成分配合の「海泥スムースモイス

チャー」を、ハリ不足の肌には白泥とハリケア成分配合の「白泥リフトモイスチャー」を、さらにクレンジング後の

洗顔に「ロゼット洗顔パスタ」シリーズの「海泥スムース」「白泥リフト」と合わせてお使いいただくのがおすすめです。

エモーショナルなパッケージデザインには、水彩イラストレーターやがわまきさんの書き起こしイラストを起用。や

さしいタッチで描かれた “夢みる海” と “夢みる森” の生き物たちが、洗面台を華やかに彩り、クレンジング時の心に

華やぎを与えます。

一日の終わりに、うっとりとろけるクレンジング体験を。

仕事に家事に忙しく頑張る大人女子にお届けする新感覚のクレンジングバーム「夢みるバーム」で、明日の毛穴レス※4

＆ハリ美肌を目指しましょう。

うっとりとろける感触で、メイクオフしながら
大人の毛穴・ハリ悩みもケアする新感覚のクレンジングが新登場
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夢みるバーム商品特長

◆1 品 5 役！クレンジングしながら毎日贅沢ケア

それぞれ働きの異なる 3 つの成分（クレイ※1、オイル※2、酵素※3）をバランスよく配合。

酵素※3 で浮かせて、オイル※2 で溶かし、クレイ※1 でかきとる 3 段アプローチで毛穴のメイクまでしっかり落とします。

◆“クレイ※1× オイル※2× 酵素※3” でやさしくしっかりメイクオフ

毛穴ケア・ハリケア 保湿ケア 角質ケア マッサージ メイク落とし

1. 酵素※3 で汚れを浮かす

→ →
※3 ※2

2. オイル※2 で溶かす 3. クレイ※1 でかきとる

※1
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固形バームが肌でとろけてなめらかなテクスチャーに変化。独自の “クッションバーム処方で” 肌への摩擦を軽減し

ながら、エモリエント効果でしっとりと洗い上げます。

◆とろけてなめらか “クッションバーム処方” で摩擦レス

肌のうるおいを守って保護する 3 種のセラミド（セラミド NG・NP・AP）※2 を配合。クレンジングするたびにうる

おう肌に導きます。

やさしい使い心地で、敏感な肌の方にもお使いいただけます。

◆セラミド※2 配合でしっとりうるおう肌へ

◆敏感な肌にもやさしい 6 つのフリー

厳選したこだわりの成分が、気になる大人の毛穴・ハリの悩みにアプローチします。

◆こだわりの成分を配合

海泥スムースモイスチャー

●海泥（海シルト）※1 ●碧のオイル

●海と碧の成分 ●毛穴ケア成分
サンゴ草エキス（アッケシソウエキス）※5、

アロエベラ葉エキス※5、セージ葉エキス※5

アーチチョーク葉エキス※5

アボカドオイル※2、オリーブオイル※2、

サルビアヒスパニカ種子油※2

まつげエクステの方でもOK！

パラベンフリー フェノキシエタノールフリー エタノールフリー

合成ポリマーフリー サルフェートフリー 合成着色料フリー

●白泥（カオリン）※1 ●白のオイル

●森と白の成分 ●ハリケア成分
白苺果汁（フラガリアチロエンシス果汁）※5、

ハス花エキス※5、ノイバラ果実エキス※5

ヒアルロン酸※5

シアバター※2、ヤシ油※2、

サラソウジュ種子油※2

白泥リフトモイスチャー
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商品名：夢みるバーム 海泥スムースモイスチャー
　　　　　90g/1,800 円 ( 税抜 )

海泥※1× オイル※2× 酵素※3 配合で、やさしくしっかり落とすクレンジン

グバーム。しっとりうるおう、大人の毛穴レス※4 肌へ。リラックスでき

るハーバルシトラスの香り。

肌にやさしく、しっかり落とす。1 品 5 役の多機能クレンジングバーム

「ロゼット洗顔パスタ 海泥スムース」との
W 使いもオススメ！

商品名：夢みるバーム 白泥リフトモイスチャー
　　　　　90g/1,800 円 ( 税抜 )

白泥※1× オイル※2× 酵素※3 配合で、やさしくしっかり落とすクレンジン

グバーム。しっとりうるおう、大人のハリ美肌へ。心華やぐローズの香り。

「ロゼット洗顔パスタ 白泥リフト」との
W 使いもオススメ！

夢みるバーム 海泥スムースモイスチャー／夢みるバーム 白泥リフトモイスチャー

■ 発売日：2020 年 9 月 1 日 ( 火 )

■ 流通：全国のドラッグストア、バラエティショップ 　　
　　　　※一部店舗を除く
　　　　Amazon、ロゼット公式WEBサイトにて発売予定

            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/

夢みるバーム商品概要

※1：洗浄成分　※2：皮フ保護成分　※3：皮フコンディショニング成分　※4：汚れを落とすことによる　※5：保湿成分

「ロゼット洗顔パスタ 白泥リフト」との

「ロゼット洗顔パスタ 海泥スムース」との




