
「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、 2017年10月14日(土)に当社プライベートブランド、matsukiyoより、「Bulk 
AAA（バルク トリプルA）」シリーズを発売し、シリーズ第1弾として3商品の展開を開始いたします。
matsukiyo「Bulk AAA（バルク トリプルA）」は、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
要最小限に抑えることで、そのコストを「バルク（中身）」の品質向上に投じることをコンセプトとした化粧品ブ
ランドです。肌悩みを抱える女性たちが実感できるクオリティの商品を、使い続けることができる価格でお
届けいたします。

マツモトキヨシのPBブランドmatsukiyoより、最高のコスパがコンセプトの

「Bulk AAA(バルク トリプルＡ)」シリーズ、10月14日(土)デビュー！

シリーズ第1弾3商品がマツモトキヨシグループ全店（一部店舗を除く）で順次発売開始

Press Release 2017年10月13日

写真中央：バルク トリプルＡ トリートメントリキッド<導入保湿化粧水> 200mL
写 真 右 ：バルク トリプルＡ トリートメントセラム <導入保湿美容液> 60mL
写 真 左 ：バルク トリプルＡ トリートメントクリーム<保湿クリーム> 50g

ディープモイスチュア シリーズ ー多くの女性たちが抱える「乾燥」悩みにアプローチー第1弾

￥1,298（税抜 ¥1,202）
￥1,598（税抜 ¥1,480）
￥1,598（税抜 ¥1,480）

【本件に関する報道関係の皆さまからのお問い合わせ先】

株式会社メディア・グローブ 本間・田中なつみ・三科

tel:03-6234-6220 fax:03-6234-6221 E-mail:honma@mediaglobe.co.jp

※1 角質層まで



 多くの女性たちが抱える「乾燥」悩みにアプローチ

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。化粧水、美容液、クリームの3ステップでお手入れが完結します。

 肌にやさしいフリー処方

シリコン、パラベン、合成着色料、鉱物油は不使用。肌負担の大きいワセリンやミネラルオイルに頼ることなく、
ミツロウやオリーブ油などの保湿成分を使用しました。

 「浸透※1」して「保持」する４つの成分

肌にうるおいを与え、うるおいを持続させる4つの成分を厳選して配合しました。

ディープモイスチュア シリーズ の特長

＜プライムソーム®の働き＞

・届ける
肌の乾燥部分へ瞬時に浸透※1し、角質層の
すみずみまで潤いを届けます。
・留まる
細胞膜と同じリン脂質構造のカプセルが、
角質層に留まり潤いが持続します。
・引き込む
次に使う化粧品の浸透を助け、肌の内側※1

に美容成分を抱え込みます。

①高濃度「プライムソーム®※2」＆「リピジュア®配合」重層カプセル※2 (全アイテムに配合)

医療分野において、薬を必要な場所へ狙い通りに届ける「ドラッグデリバリー成分」として広く利用されているナノデリバ
リーカプセル「リポソーム」技術を化粧品に応用。バルク トリプルAのディープモイスチュア シリーズでは、高い保水力をも
ち、肌との親和性に優れた生体適合性成分「リピジュア®※3」をリポソームに結合させた「プライムソーム®※2」＆「リピジュ
ア®配合」重層カプセル※2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瞬時に潤いチャージ、さらに長時間
留まることで、溢れるようなうるおいが持続します。

④氷河海藻エキス※5 <配合商品>クリーム

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。

※1 角質層まで ※2 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）
※3 ポリクオタニウム-51、ポリクオタニウム-61（保湿成分） ※4 整肌成分 ※5 アルゲエキス（保湿成分）

細胞膜と同じリン脂質で構成された
ナノサイズの重層構造カプセルが角
質層のすみずみまで浸透し、美容
成分を届けるだけでなく留まること
で潤いが持続します。

角質層への浸透イメージ

角
質
層

③アデノシン三リン酸※4 <配合商品>化粧水、美容液

生物がさまざまな生命活動を行うための基本となるエネルギーを発生させる成分。肌を整
え、皮膚をすこやかに保ちます。

②Wリピジュア®※3 <配合商品>美容液

高い保水力で、肌を守る潤い成分。セラムには水溶性と脂溶性の２種類のリピジュア®※3

を組み合わせて配合することで、より濃密な潤い効果を発揮します。
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matsukiyo「バルク トリプルA」について

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。自信がある「バルク」を見て頂くために、3商
品すべてクリアボトルを採用しました。



matsukiyo「バルク トリプルA ディープモイスチュア シリーズ」の商品について

matsukiyo「バルク トリプルA ディープモイスチュア シリーズ」は、化粧水・美容液・クリームの3ステップでお手入れが完結します。

バルク トリプルＡ トリートメントリキッド 200mL ￥1,298（税抜 ¥1,202）

バルク トリプルＡ トリートメントセラム 60mL ￥1,598（税抜 ¥1,480）

バルク トリプルＡ トリートメントクリーム 50g ￥1,598（税抜 ¥1,480）

Wリピジュア※3の濃密な潤いで、深く 長く 濃密保湿。
吸いつくようなもっちり素肌へ

乾燥による肌を贅沢な潤いで密封保湿。
艶やかでふっくらとした素肌へ

Step 1 導入保湿化粧水

Step 2 導入保湿美容液

Step 3 保湿クリーム

角質層のすみずみまで瞬時に浸透。
肌の保水力をサポートし、瑞々しさあふれるしっとり素肌へ

細胞科学から学んだ浸透※1モイスチュアカプセル「プライムソーム®※2」＆「リピジュア®配合」重
層カプセル※2を合わせて史上初※３最高濃度配合。保水機能が低下した角質層のすみずみへ瞬
時に浸透。瑞々しさあふれる、しっとりやわらかな素肌に。
華やかで瑞々しいアクアティック フローラルの香り。

細胞科学から学んだ浸透※1モイスチュアカプセル「プライムソーム®※2」＆「Wリピジュア®※3配合」
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。

※1 角質層まで ※2 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） ※3 当社実績比

※1 角質層まで ※2 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） ※3ポリクオタニウム-51、ポリクオタニウム-61 （保湿成分）

細胞科学から学んだ浸透※1モイスチュアカプセル「プライムソーム®※2」＆「氷河海藻エキス※3」を
配合。肌の上でとろけてなめらかにのび広がり、贅沢な潤いを肌に閉じ込める。潤いを保ちながら、
艶やかでふっくらとした素肌に。
上品で甘美なリュクスフローラルの香り

※1 角質層まで ※2 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） ※3 アルゲエキス（保湿成分）

アデノシン三リン酸

全成分：水、DPG、グリセリン、エタノール、アデノシン三リン酸、ペカン殻エキス、トコフェロール、ミツバアケビ茎エキス、ブクリョウエキス、クエン酸、クエン
酸Na、コレステロール、水添レシチン、ポリクオタニウム－５１、ココイルサルコシンＮａ、ＰＥＧ－３２、加水分解野菜タンパク、コンドロイチン硫酸Ｎａ、ペンチ
レングリコール、エチルヘキシルグリセリン、水酸化Ｎａ、水酸化Ｋ、エチドロン酸４Ｎａ、ＰＶＰ、カルボマー、ＢＧ、ポリソルベート８０、フェノキシエタノール、香
料

水、グリセリン、DPG、水添レシチン、ＰＣＡ－Ｎａ、アデノシン三リン酸、オオウメガサソウ葉エキス、スギナエキス、トコフェロール、ヒアルロン酸Ｎａ、ホップ
エキス、ツバキ葉エキス、ミツバアケビ茎エキス、レモン果実エキス、ローズマリー葉エキス、オレンジ果皮エキス、加水分解野菜タンパク、ポリクオタニウ
ム－５１、ポリクオタニウム－６１、カルボマー、キサンタンガム、コレステロール、ＰＶＰ、ＢＧ、ＰＥＧ－３２、エチドロン酸４Ｎａ、ココイルサルコシンＮａ、エチ
ルヘキシルグリセリン、コンドロイチン硫酸Ｎａ、ペンチレングリコール、ポリソルベート８０、ＰＥＧ／ＰＰＧ／ポリブチレングリコール－８／５／３グリセリン、水
酸化Ｋ、水酸化Ｎａ、フェノキシエタノール、香料

Wリピジュア®

水、ミリスチン酸ミリスチル、水添パーム油、パルミチン酸エチルヘキシル、オリーブ果実油、ステアリン酸グリセリル、ミツロウ、ベヘニルアルコール、グリ
セリン、ＤＰＧ、ＥＧ－７５、ペンチレングリコール、ポリ（１，２－ブタンジオール）－４ＰＥＧ／ＰＰＧ－２９／９メチルグルコース、ステアリン酸ＰＥＧ－７５、ポリ
ソルベート６０、アルゲエキス、ポリクオタニウム－５１、水添レシチン、コレステロール、ココイルサルコシンＮａ、ジグリセリン、ＢＧ、トコフェロール、クエン酸
Ｎａ、クエン酸、フェノキシエタノール、香料

氷河海藻エキス

アデノシン三リン酸

【特長成分】 プライムソーム®＆リピジュア®

【特長成分】 プライムソーム® ＆リピジュア®

【特長成分】 プライムソーム® ＆リピジュア®
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アデノシン三リン酸
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【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社マツモトキヨシホールディングス 広報室 高橋、藤盛
TEL ： 047-344-5110 FAX ： 047-344-5144

【本件に関する報道関係の皆さまからのお問い合わせ先】
株式会社メディア・グローブ 本間・田中なつみ・三科
TEL ： 03-6234-6220 FAX ： 03-6234-6221
E-mail ： honma@mediaglobe.co.jp 

【商品に関するお問い合わせ先】
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
TEL ： 03-5468-3645 FAX ： 03-5468-3646

【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 TEL:050-3786-2642

■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

マツモトキヨシお客様相談室

フリーダイヤル ： 0120-845-533 受付時間 10：00～22：00（年中無休）

■matsukiyoブランドについて

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

ブランドロゴ
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