
感動の使用感 で 高コスパがコンセプトの

Bulk AAA（バルク トリプルA）から

「クレンジングオイル」と「洗顔料」が新登場！

2018年10月11日より全国のマツモトキヨシ（一部店舗を除く）にて発売開始

「1st for you. あなたにとっての、いちばんへ。」をグループ経営理念に掲げ、全国にドラッグ
ストアを広くチェーン展開する株式会社マツモトキヨシホールディングス（千葉県松戸市新松戸東
９番地１ 代表取締役社長 松本清雄：以降当社）は、 2018年10月11日(木)に当社プライベートブラ
ンド、matsukiyo「Bulk AAA（バルク トリプルA）」よりクレンジングオイルと洗顔料を発売い
たします。

Press Release 2018年8月8日

（左）バルク トリプルA
トリートメントクレンジングオイル
150mL/1,000円（税抜）

（右）バルク トリプルA 
トリートメントウォッシュ
120g/925円（税抜）

過剰な外装資材の削減や、原材料の直接取引などコストを
必要最小限に抑え、そのコストを「バルク（中身）」の
品質向上に投じるmatsukiyoブランドの化粧品シリーズ。

無駄をそぎ落としたシンプルなパッケージは、
高コスパがコンセプトであることの証です。

【バルク トリプルAについて】

プレステージコスメを使ったときの
感 動 が 味 わ え る 、

ク レ ン ジ ン グ オ イ ル ＆ 洗 顔 料 。

1,000円以下（税抜）のプチプラながら、高度な成分を配合！

品質の高評価を表現
中身そのもの（品質）

の意



【製品特長】

●98%自然由来成分。

●トウモロコシ胚芽油など「10種の植物オイル」を独自バランスで配合。
スルスルと心地よく伸びる、心地良いテクスチャーを実現しました。
10種の植物オイル：トウモロコシ胚芽油、オリーブ果実油、メドウフォーム油、

スクワラン、ツバキ種子油、ホホバ種子油、コメヌカ油、
ハイブリッドサフラワー油、ダイズ油、シア脂（エモリエント成分）

●高い保湿力を持つ「リピジュアⓇ」※1と「スクワラン」※2

を配合。クレンジングによって奪われやすい潤いの流出を防ぎ、
しなやかでなめらかな肌へ洗い上げます。

●ハードなメイクまで落とす「スムースクレンジング成分」※4

を配合。肌に摩擦などの負担を極力かけず、ハードなメイク汚れをふっと
浮き上がらせオフ。べたつきを残さずすっきりと洗い流します。

●華やかで瑞々しいハーバルフローラルの香り。

●シリコン、パラベン、合成着色料、鉱物油は不使用。

バルク トリプルA トリートメントクレンジングオイル
・容量/価格：150mL/1,000円（税抜）
・発売日：2018年10月11日
・販売店舗：マツモトキヨシグループ全店（一部店舗を除く）

【ご使用方法】適量（2～3プッシュ）を乾いた手にとり、顔の中心から外側に向かって円を描くようにメイクとなじませた後、
水またはぬるま湯で洗い流してください。ウォータープルーフマスカラなど落ちにくいメイクを落とす場合は、指の腹でよく
メイクとなじませてから洗い流してください。

細胞化学から学んだ
「リピジュア®」※1&「スクワラン」※2を配合。

10種の植物油がベースの濃厚オイルが、
角質層の潤いバリアを守りながら

ハードなメイク汚れを浮き上がらせオフ。

潤いのあるしなやかでなめらかな素肌に。

※1 ポリクオタニウム－61（保湿成分） / ※2 保湿成分 / ※3 一般的なグルー（シアノアクリレート系）をご利用の場合にお使いい
ただけます。 / ※4 イソステアリン酸ポリグリセリル-10（洗浄成分）

ハードなメイクもオフまつげエクステ※3 対応

http://thepublic.tokyo/


【製品特長】

●92%自然由来成分。

●キメが細かい、濃密な弾力泡がすばやくたちます。

●洗い流しの最後に使用する洗顔は、特に浸透性が高く角質層内部
の潤いが失われやすいため、角質層の潤いを守ることに着目。
角質層の構成成分である「リン脂質」 ※4を配合し、なめらかな肌に
洗い上げます。

●高い保湿力を持つ「リピジュアⓇ」 ※1 と、
肌の潤いを保つ保水成分「プロテオグリカン」 ※2を配合。
洗顔による過度な乾燥を防ぎながら、角質層に瑞々しい潤いを
与え、しっとりとした肌へ洗い上げます。

●マイルドな洗浄力で皮脂を奪いすぎないアミノ酸系洗浄成分※3を
採用。適度なさっぱり感はありながら、必要な潤いを残し心地
よく洗い上げます。

●華やかで瑞々しいハーバルフローラルの香り。

●シリコン、パラベン、合成着色料、鉱物油は不使用。

バルク トリプルA トリートメントウォッシュ
・容量/価格：120g/925円（税抜）
・発売日：2018年10月11日
・販売店舗：マツモトキヨシグループ全店（一部店舗を除く）

【ご使用方法】手のひらと顔全体をぬらした後、適量（1～2cm）を手にとり、少量の水またはぬるま湯でよく泡立てます。
泡で顔全体を包みこむようにやさしく洗った後、十分に洗い流してください。

細胞化学から学んだ
「リピジュア®」※1&「プロテオグリカン」※2を配合。

アミノ酸系洗浄成分※3を含むキメ細かい濃密泡が
角質層の瑞々しい潤いを保ちながら、
過剰な皮脂などの不要な汚れを洗浄。

潤いのあるしっとりとしなやかな素肌に。

※1 ポリクオタニウム－51（保湿成分） / ※2 水溶性プロテオグリカン（保湿成分） / ※3 ココイルグリシンK（洗浄成分）
※4 水添レシチン

しっとりした洗い上がり濃密な弾力泡がすばやくたつ

http://thepublic.tokyo/


ディープモイスチュアシリーズのお手入れステップ

Step1 ）クレンジング & 洗顔

Step4 ）クリーム

バルク トリプルA
トリートメントクレンジングオイル
150mL/1,000円（税抜）
発売日：2018年10月11日

バルク トリプルA 
トリートメントウォッシュ
120g/925円（税抜）
発売日：2018年10月11日

強い紫外線、不規則なライフスタイル、室内の空調など、常に乾燥する原因にさらされている
現代人の肌。ディープモイスチュアシリーズは、様々な肌悩みの根源であり、多くの女性たちが
悩む乾燥へアプローチするスキンケアラインです。

バルク トリプルＡ トリートメントリキッド 200mL/1,202円（税抜）

バルク トリプルＡ トリートメントセラム 60mL/1,480円（税抜）

バルク トリプルＡ トリートメントクリーム 50g/1,480円（税抜）

細胞化学から学んだ浸透※6モイスチュアカプセル
「プライムソーム®※7」＆「リピジュア®配合」重層カプセル※7を配合。
保水機能が低下した角質層のすみずみへ浸透。瑞々しさあふれる、しっとりやわらかな素肌へ。
華やかで瑞々しいアクアティック フローラルの香り。

細胞化学から学んだ浸透※6モイスチュアカプセル
「プライムソーム®※7」＆「Wリピジュア®※8」を配合。
ものたりなさを感じる肌に、深く、長く、角質層のすみずみまで濃密に保湿。
潤いに満ちた吸いつくようなもっちりとした素肌に。
華やかで瑞々しいアクアティック フローラルの香り。

細胞化学から学んだ浸透※6モイスチュアカプセル
「プライムソーム®※7」＆「氷河海藻エキス※9」を配合。
肌の上でとろけてなめらかにのび広がり、潤いを肌に閉じ込めます。
潤いを保ちながら、艶やかでハリのある素肌に。
上品で甘美なリュクスフローラルの香り。

※1 ポリクオタニウム－61(保湿成分） / ※2 保湿成分 / ※3 ポリクオタニウム－51（保湿成分） / ※4 水溶性プロテオグリカン（保湿成分） / ※5 ココイルグリシンK（洗浄成
分） / ※6 角質層まで / ※7 コレステロール、水添レシチン、ポリクオタニウム-51 (保湿成分） / ※8 ポリクオタニウム-51、ポリクオタニウム-61 (保湿成分） / ※9 アルゲ
エキス(保湿成分）

細胞化学から学んだ「リピジュア®」※1&
「スクワラン」 ※2を配合。10種の植物油が
ベースの濃厚オイルが、潤いを守りながら
ハードなメイク汚れを浮き上がらせオフ。
潤いのあるしなやかでなめらかな素肌に。

細胞化学から学んだ「リピジュア®」※3&
「プロテオグリカン」※4を配合。アミノ酸系
洗浄成分※5を含むキメ細かい濃密泡が角質層
の瑞々しい潤いを保ちながら、過剰な皮脂な
どの不要な汚れを洗浄。
潤いのあるしっとりとしなやかな素肌に。

Step2 ）化粧水

Step3 ）美容液

売上No.1（ブランド内）

http://thepublic.tokyo/


「プライムソーム®※5」＆「リピジュア®配合」重層カプセル※5

リピジュア® ※1 プロテオグリカン※3スクワラン※2

氷河海藻エキス ※4

matsukiyoブランドは、「毎日の暮らしをより美しく、健やかに、楽しく彩る」をコン
セプトに、品質へのこだわりだけではなく、毎日携帯したくなるようなかわいいデザイ
ンや、お部屋に置きたくなるようなおしゃれなデザインなど情緒的なベネフィット、そ
してマツモトキヨシらしい斬新さを付加したマツモトキヨシグループのプライベート
ブランドの中で最も主力となるブランドです。

matsukiyoは、毎日の暮らしをより美しく、健やかに、楽しく彩る、アイデアを利かせたブランド

【matsukiyoブランドについて】

【本件に関する報道関係の皆さまからのお問い合わせ先】
ビルコム株式会社内「matsukiyo」PR事務局 松尾/平田
TEL: 03-5413-2411 FAX:03-5413-2412 MAIL: matsukiyo@bil.jp

【掲載時のクレジット】
TOKYO COMPOSITE株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビルディング 8F
TEL：050-3786-2642
http://www.matsukiyo.co.jp/mkc/bulkaaa/

■会社概要

会社名：株式会社マツモトキヨシホールディングス

創業年月日：1932年(昭和７年)12月26日

代表取締役社長：松本清雄

企業ホームページ http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/

マツモトキヨシホールディングスは、今後も多様化する顧客ニーズやライフスタイルにきめ細かく対応すべく「ビッグデー
タの収集と利活用」および「マーケティング技法の充実」を図り、お客様の期待の一歩先をいくマツキヨらしい商品を展開
してまいります。

医療分野で薬を必要な場所へ狙い通りに届けるリポソーム技術を化粧品に
応用。バルク トリプルAでは、「リピジュア®」※6をリポソームに結合さ
せた成分を採用しました。極小のカプセルが、角質層のすみずみまで潤い
チャージ、さらに長時間留まることで、あふれるようなうるおいが持続し
ます。
＜配合製品＞化粧水、美容液、クリーム

【成分紹介】

水温1℃の極寒環境で生息
する海藻から抽出した保湿
成分。優れた保水力をもち、
乾燥した肌を潤いで包みこ
みます。
＜配合製品＞クリーム

保湿力が高く、人との適合
性が高くて刺激が弱いため、
ゆらいだ肌にもおすすめで
す。
＜配合製品＞クレンジング、

洗顔料、美容液

植物由来のスクワランオイ
ル。肌にも含まれるため親
和性が高く、乳児から敏感
肌の方まで使える優しい成
分です。
＜配合製品＞クレンジング

肌にも存在する成分。
保水力が高く、肌に潤いや
ハリをもたらし、キメを整
えます。

＜配合製品＞洗顔料

※1 ポリクオタニウム－61、ポリクオタニウム－51（保湿成分） / ※2 保湿成分 / ※3 水溶性プロテオグリカン（保湿成分） / ※4 アルゲエキス
※5 コレステロール、水添レシチン、ポリクオタニウム-51 / ※6 ポリクオタニウム-51

http://thepublic.tokyo/
http://www.matsukiyo.co.jp/mkc/bulkaaa/
http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/

