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「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、全国に 3,300 店舗超のドラッグ

ストアを展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）

は、プライベートブランド「matsukiyo」の人気シリーズ「W/M AAA（ウーマン メソッド トリプル A）」のス

キンケアラインをリニューアルし、2022 年９月１日（木）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイ

ングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売いたします。 

■ブランドリニューアルのポイント 

高品質＆納得価格のスキンケアラインとして 2019 年に誕生した matsukiyo ウーマン メソッド トリプル A。

この度、美容業界で注目の機能性保湿成分「ナイアシンアミド※１・２」「アクアマグネット※３」 

「ヒト型セラミド※２・４」を配合し、角質層までの浸透と持続に加え、みずから潤う力に着目した 

「アクティブクレンズ シリーズ／モイストインテンシブ シリーズ」へと大きく生まれ変わります。 

機能性保湿成分「ナイアシンアミド※１」をこだわり濃度で高配合※２！ 

マツキヨココカラ&カンパニーで人気のプライベートブランド 

「matsukiyo W/M AAA」がパワーアップリニューアル 
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■こだわりが詰まった機能性スキンケア「モイストインテンシブ シリーズ」 

新シリーズ「モイストインテンシブ シリーズ」は導入美容液、現行品をリニューアルした高保湿化粧水・高保

湿クリームの全３アイテムに潤いサポート成分「ナイアシンアミド※１」をアイテムごとに濃度を変えて配合。 

３アイテムを３ステップで潤いが続くぷるもちジューシー肌へ。加えて、吸着保湿成分「アクアマグネット※３」、

水分保持成分「ヒト型セラミド※４」を配合。優れた保湿成分※１・３・４のトリプルモイストシステムにより、繰り

返す肌の乾燥やハリツヤ不足を速攻ケア。 

 

 

 

■３ステップでぷるもちジューシー肌へ導く「モイストインテンシブ シリーズ」製品詳細 

 

ステップ１：導入美容液 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ最高濃度のナイアシンアミド※１を５％配合 

速攻保湿で潤いが続く肌へ。導入美容液 

モイストインテンシブ シリーズのうち最も高い５％の濃度でナイ

アシンアミド※１を配合。肌の上でナイアシンアミド※１の 

マスクが作られるような状態に。美容成分※１・３・4 が角質層のすみ

ずみに浸透し、潤いの土台を整えてぷるぷる肌へ。 

 

matsukiyo ウーマン メソッド トリプル A 

モイストインテンシブ ブーストセラム 

容量：60mL 価格：1,650 円（税込） 

【トリプルモイストシステム】 

 

 

ヒト型セラ

ミド※３ 

hi 

ヒト型セラ

ミド※３ 

hi 

アクアマグネット※３ ヒト型セラミド※４ 

 
ナイアシンアミド※１ 

＜トリプルモイストシステム＞ 
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※１ ナイアシンアミド ※２ クレンジングオイル、洗顔料を除く ※３ 異性化糖 ※４ セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＮＧ  

※５ コレステロール、水添レシチン、ポリクオタニウムー５１ ※６ ポリクオタニウムー５１、ポリクオタニウムー６１ 

（※１・３～６は保湿成分）*プライムソームおよびリピジュアは、日油㈱の登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ２：高保湿化粧水 

 

 

 

 

 

 

 

みずみずしい質感で潤いしみわたる、角質層まで浸透する 

高保湿化粧水 

ナイアシンアミド※１を３％配合。肌の上をナイアシンアミド※１の 

ヴェールで包み込み、じっくりと角質層のすみずみまで浸透。 

潤いが溶け込んで、みずみずしいもっちり肌へ。 

 

matsukiyo ウーマン メソッド トリプル A  

モイストインテンシブ ローション 

容量：150mL 価格：1,320 円（税込） 

ステップ３：高保湿クリーム 

 

 

 

 

 

 

 

潤いを逃さない濃厚密封 

とろふわラッピング高保湿クリーム 

ナイアシンアミド※１を４％配合。こっくりとしたクリームが肌の上

に密着し、潤いを密封。ナイアシンアミド※１を持続的に送り込み、

肌の潤いをキープ。乾燥が厳しい季節も潤いを閉じ込め、ふっくら

肌へ。 

 

matsukiyo ウーマン メソッド トリプル A  

モイストインテンシブ クリーム 

容量：50g 価格：1,650 円（税込） 

＜トリプルモイストシステム＞ 

アクアマグネット※３ ヒト型セラミド※４ 

アクアマグネット※３ ヒト型セラミド※４ 

ナイアシンアミド※１ 

ナイアシンアミド※１ 

＜トリプルモイストシステム＞ 



NEWS RELEASE 

2022 年７月 21 日 

 

 

■潤いを守りながらしっかり落とし、しっとり・もっちり素肌に。「アクティブクレンズ シリーズ」 

 「アクティブクレンズ シリーズ」は毛穴汚れや古い角質をしっかり落として、潤いが巡るしっとり・もっちり

素肌に仕上げるクレンジングオイル・フェイスフォッシュの２アイテム。高い保水力を持ち、肌との親和性に優

れた成分「リピジュア®※７・８」、角質層に長時間吸着し続ける「アクアマグネット※３」を配合。優れた保湿成 

分※３・７・８が潤いを守り、しっとり・もっちりとした素肌へ。 

 

■潤い続くしっとり・もっちり素肌へ「アクティブクレンズ シリーズ」製品詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トウモロコシ胚芽油※９のなめらかタッチ 

潤い膜で包み込むクレンジングオイル 

トウモロコシ胚芽油※９を中心とした濃厚リッチテクスチャーの

オイルがメイクと素早く馴染み、さっぱり洗い上げながらも、肌

に潤いを残します。さらにリピジュア®※７とアクアマグネット※３

のダブルの保湿効果で、クレンジングで奪われやすい潤いを守り、

潤いの続くしっとり肌へ。 

 

 

 

matsukiyo ウーマン メソッド トリプル A  

アクティブクレンズ クレンジングオイル 

容量：150mL 価格：1,100 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリーミー粘着泡でくすみ※10 を絡めとる 

溢れる透明感※11 に潤い続く洗顔料 

保湿効果の高いアミノ酸※12 を含んだ、きめ細かいしっとり 

クリーミーな粘着泡が、毛穴汚れや古い角質をしっかり除去し、

後に使用するスキンケアアイテムの成分が浸透※13 しやすい土台

を作ります。リピジュア®※８とアクアマグネット※３に加え、 

保湿効果の高い加水分解ヒアルロン酸※14 を配合。 

トリプルモイスト処方で、洗浄後も潤いの続くもっちり肌へ。 

 

matsukiyo ウーマン メソッド トリプル A  

アクティブクレンズ フェイスウォッシュ 

容量：120g 価格：1,045 円（税込） 

※７ ポリクオタニウムー６１ ※８ ポリクオタニウムー６４ ※10 古い角質による ※11 汚れや古い角質を落とすことによる  

※12 ココイルメチルタウリンタウリンＮａ ※13 角質層まで（※７・８・14 は保湿成分、※９はエモリエント成分、※12 は洗浄成分） 

*リピジュアは、日油㈱の登録商標です。 

 

 

 

＜トリプルモイスト処方＞ 

リピジュア®※７ 

 

アクアマグネット※３ 

トウモロコシ胚芽油※９ 

＜トリプルモイスト処方＞ 

加水分解ヒアルロン酸※14 

リピジュア®※８ アクアマグネット※３ 



NEWS RELEASE 

2022 年７月 21 日 

 

 

■累計販売数約 16 万本※15！大人気の保湿美容液「トリートメントセラム」は継続販売 

 2019 年の発売後約 16 万本※15 と高い販売数を記録した、大人気の「トリートメントセラム」は継続販売いた

します。モイスチュアカプセル「プライムソーム®※５」と 2 種の「リピジュア®※６」の濃密な潤いで角質層のす

みずみまで深く、長く、濃密に保湿し、吸いつくようなもっちり素肌へ。 

 

■トリートメントセラム製品詳細 

※15 2019 年 11 月から 2022 年４月までの集計による  

 

■お手入れステップ 

 

 

 吸いつくようなもっちり素肌に。 

濃密な潤いで、角質層まで深く長く届く美容液 

モイスチュアカプセル「プライムソーム®※５」と２種のリピジュ 

ア®※６を配合し、乾燥が気になる肌でも角質層のすみずみまで深く、長

く、濃密に保湿。 

 

matsukiyo ウーマン メソッド トリプル A トリートメントセラム 

容量：60mL 価格：1,628 円（税込） 
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■matsukiyo ブランドについて 

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」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、そしてマツキヨココカラ＆カンパニーらしい 

斬新さを付加した主力ブランドです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売に関するお問合せ先 

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室  

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 09 :00～22:00 （年中無休） 

 

本件に関する報道関係の皆さまからのお問合せ先 

ビルコム株式会社「マツキヨココカラ」PR 事務局 荒木/江崎 

TEL:03-5413-2411 FAX:03-5413-2412 MAIL: matsukiyococokara@bil.jp 

 

 

3,300 店舗超のドラッグストア・調剤薬局を中核事業として、全国で展開している東証プライム市場上場企業。子会

社としてマツモトキヨシグループとココカラファイングループを擁し、「美と健康の分野でアジア No.1」の企業グ

ループを目指しています。介護事業、インターネット通販事業など幅広く展開しています。 

コーポレートサイト：：https://www.matsukiyococokara.com/ 

 

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー グループ経営企画統括 広報室 

Tel：03-6672-7808    mail：mkccpr@matsukiyococokara.com 

 

 

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 

mailto:matsukiyococokara@bil.jp
https://www.matsukiyococokara.com/

