
 

 

 

 

報道関係者各位 

2019 年 10 月 28 日 

 11 月 4 日 発売  
 

セブン＆アイ・ホールディングス×ファンケル 共同開発 

セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォースから 

「メイク落とし」の大容量タイプを数量限定で発売 
 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（本社・東京都千代田区、代表取締役 社長：井阪隆一）と

株式会社ファンケル（本社・横浜市中区、代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ：島田和幸）は 11 月 4 日

（月）から、共同開発した化粧品「セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォース」より「うるおい  

オイルクレンジング大容量」（190ｍＬ／価格：1,480 円＋税）を数量限定で発売します。全国のセブン‐ 

イレブンやイトーヨーカドーなどのセブン＆アイグループ約 21,300 店（2019 年 9 月末）で販売する予定※1

です。 ※1：一部お取り扱いのない店舗もございます。 

また同日から、手軽に自宅で贅沢なケアができる「プチエステシリーズ」の定番品を 1 品と数量限定品

を 2 品発売します。 
  

数量限定品  「うるおい オイルクレンジング大容量」 

お客様のご要望にお応えした、お得な大容量タイプ 

メイクはもちろん、毛穴汚れまですっきり落とす 
 

＜商品特長＞ 

 「ボタニカル フォース」ブランド内でも特に人気の高いメイク落としです。   

従来品の倍の 190ｍＬ入った大容量タイプで、たっぷりご使用いただけます。 
 
 落ちにくいメイクや、毛穴に詰まった角栓まですっきり落とします。 
 
 古い角層を取り除き、肌のくすみやごわつきをケアします。 
 
 天然精油のラベンダーのほのかな香りがします。 
 
 

＜商品詳細＞ 

商品名 
セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォース 

うるおい オイルクレンジング大容量 

容量／価格 190ｍＬ／1,480 円＋税 

ターゲット すっきりメイクを落としたい方や毛穴汚れが気になる方 

使用順序 本商品 ⇒ 洗顔 ⇒ 化粧水や乳液 

 

＜発売背景＞ 

「うるおい オイルクレンジング」（95ｍＬ／従来品）は「ボタニカル フォース」ブランド内でも特に人気が

高い商品です。これまでも、お客様から大容量タイプのご要望をいただいておりました。また、今年の夏に

はシートタイプの「うるおい シートクレンジング」を発売し、お客様のクレンジングに対するニーズに応える

商品を充実させています。今回、さらにお客様の満足度を上げるために、新たに「うるおい オイルクレン

ジング大容量」を数量限定で発売します。 



 

 手軽に自宅で贅沢なケアができる「プチエステシリーズ」  

～定番品 1 品と数量限定品 2 品を発売～ 
 

定番品  「寝ながら うるおい美容液」 

おやすみ中に肌にうるおいを閉じ込め、もっちり肌に整える夜用美容液 
 

＜商品特長＞ 

 大事な日の前など必要な時に使用できる、1 回使いきりタイプの集中   

美容液です。おやすみ中の集中ケアで、弾むようなもっちり肌に整えます。 
 

 寝ている間に 5種のハーブ（マジョラム、タイム、ローズマリー、ラベンダー、

ゴールデンカモミール）のエキスを含む植物由来の成分が、肌にうるおい

を与えます。 
 

 天然精油のラベンダーのほのかな香りがします。 
 

＜商品詳細＞ 

商品名 
セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォース 

寝ながら うるおい美容液 

容量／価格 3 包入り／350 円＋税 

ターゲット 大事な日の前など、乾燥しがちな肌を速攻でケアしたい方 

使用順序 化粧水や乳液 ⇒ 本商品 ⇒ クリーム 

 

＜開発背景＞ 

美容液の市場は拡大傾向にあり、商品を選ぶ際には肌へのなじみやすさや優しさ、保湿力、利便性と

いう点が重視されています。また、美容液は夜の使用率が高く、夜用のスキンケアのニーズが高まってい

ます。そこで、肌の生まれ変わりに重要な成長ホルモンが分泌される就寝時に肌を整え、効率的に寝な

がら集中美容ケアができる“使いきりの夜用美容液”を開発しました。 

 

 

数量限定品  「うるおい ミルクピーリング」 

乳酸※2の力で、肌のざらつきやくすみをオフする洗い流しパック 

 

＜商品特長＞ 

 乳酸の力で古い角層を取り去り、つるつる肌に整えます。 
 
 10 種の植物由来の保湿成分※3 が肌をうるおいで満たし、ピーリング※4 なの

につっぱらず、洗い上がりはしっとりやさしく整えます。 
 
 こんにゃくスクラブ配合で、汚れをやさしく取り除きます。 
 
※2:清浄成分 
 
※3:「アルガンオイル」、「白ブドウ発酵エキス」、「ローズヒップ」、「プルーン酵素エキス」、 

「ラベンダー」、「シア脂油」、「ホホバ油」、「ヒマワリ種子油」、「オリーブ果実油」、  

「マカデミア種子油」 
 
※4:皮膚表面の古い角質を取り去ること 

 

 



＜商品詳細＞ 

商品名 
セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォース 

うるおい ミルクピーリング 

容量／価格 3 包入り／350 円＋税 

ターゲット 毛穴汚れやくすみが気になる方、肌のざらつきやごわつきが気になる方 

使用順序 
メイク落とし ⇒ 洗顔料 ⇒ 本商品（※5） ⇒ 化粧水など 

※5：洗顔料の代わりとしてもご使用いただけます 
 

＜開発背景＞ 

毛穴や角質ケアへのニーズの高まりとともに、洗い流しパックの市場は堅調に拡大しています。特に  

くすみは 20 代～30 代の女性のほとんどが肌の悩みとして感じているとも言われています。また、多くの女

性が肌のお手入れは毎日欠かせないと自覚しつつも、朝夜ともにスキンケアにかける時間は短いという 

実態があります。そこで、当社は短時間で効率的にお肌のケアができる、本格的な「使いきりの洗い流し

パック」を開発しました。 

 
 

数量限定品  「つるつる美肌セット」 

「うるおい オイルクレンジング」と「うるおい ミルクピーリング」、「寝ながら うるおい美容液」   

各 1 回分をセットにした、肌のざらつきをケアしたい時に、速攻ケアできるスペシャルセット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜商品詳細＞ 

商品名 セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォース つるつる美肌セット 

容量／価格 
各 1 回分（「うるおい オイルクレンジング」、「うるおい ミルクピーリング」、 

「寝ながら うるおい美容液」）／350 円＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お客様からの商品に関するお問合せ先 

ファンケル 美容相談室 0120-35-2222 （料金無料・フリーダイヤル） 

受付時間：月～土／朝 9 時～夜 9 時 日・祝日／朝 9 時～夕方 5 時 

■本件に関する報道関係者の皆様からのお問合せ先 

【株式会社セブン＆アイ・ホールディングスへのお問合せ先】 

担当部署：広報センター Tel：03-6238-2446  Fax：03-6238-3489 

 

【株式会社ファンケルへのお問合せ先】  

担当部署：社長室 広報グループ Tel：045-226-1230  Fax：045-226-1202 



 

「セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォース」全ラインアップ  

 
メイクも毛穴汚れも、すっきりオフするメイク落とし 
 

うるおい オイルクレンジング 

 

・容量：95ｍＬ 

・価格 980 円＋税 

 

 
人気のメイク落としの大容量タイプ 
 

うるおい オイルクレンジング大容量 

 

・容量：190ｍＬ 

・価格 1,480 円＋税 

 

 

 
肌にもまつ毛にもやさしいクレンジングシート 
 

うるおい シートクレンジング 

 

・容量：5 枚 

・価格 240 円＋税 

 

 
濃密もっちり泡で、くすみのない肌に洗い上げる洗顔料 
 
うるおい クリーム洗顔料 
 
・容量：90ｇ 

・価格 800 円＋税 

 

＊くすみ：古い角層によるもの 

とろけるジュレが肌を包む、1 本 5 役※のオールインワン 

顔だけでなく、髪、手肌、ボディの保湿にも 
 
うるおい ジュレミルク 
 

・容量：55ｍＬ 

・価格 1,200 円＋税 

 

※5 役 ： 化粧水・乳液・美容液・パック・アイケア 

 
驚くほどの浸透力 肌のすみずみまでうるおいを 
 
うるおい 浸透化粧水 
 

・容量：120ｍＬ 

・価格 980 円＋税 

 

＊浸透：角層までのこと 

 
コクのある濃密クリームで、ベタつかずにうるおい持続 
 
うるおい スキンケアクリーム 
 

・容量：25ｇ 

・価格 1,100 円＋税 

 

6 種の美容成分配合のミスト化粧水 

メイクの上からも使えて、顔、髪、ボディにうるおいを 
 
うるおい持続 ミスト 
 

・容量：50ｇ 

・価格 830 円＋税 

持ち運びに便利なミニサイズ 旅先でもうるおいを 

スキンケア トラベルセット 7 日分 
 
・セット内容 
うるおい オイルクレンジング        7 包 
うるおい クリーム洗顔料（ミニチューブ） 20ｇ 
うるおい 浸透化粧水（ミニボトル）    15mL 
うるおい ジュレミルク（ミニボトル）    15mL 

・価格 1,250 円＋税 

 
1 日分のトライアルセットで緊急ニーズに応える 
 
スキンケア トライアルセット 1 日分 
 
・セット内容 
うるおい オイルクレンジング  1 包 
うるおい クリーム洗顔料    2 包 
うるおい ジュレミルク      2 包 

・価格 350 円＋税 

  
おやすみ中に肌にうるおいを閉じ込め、 
もっちり肌に整える美容液 
 
寝ながら うるおい美容液 
 

・容量：3 包入り 

・価格 350 円＋税 

 
肌のざらつきをオフする 
1 回使いきりの洗い流しパック 
 
うるおい ミルクピーリング 
 

・容量：3 包入り 

・価格 350 円＋税 

 
お肌のざらつきをケアしたい時に、 
速攻ケアできるスペシャルセット 
 
つるつる美肌セット 
 
・セット内容 
うるおい オイルクレンジング  1 包 
うるおい ミルクピーリング    1 包 
寝ながら うるおい美容液    1 包 

・価格 350 円＋税 

 
濃密美容液の密着シートで、すばやく集中ケア 
 
 
濃密もっちり 保湿美容液マスク 
 
・容量：21mL×1 枚入り 
 
・価格 350 円＋税 
 
 

＜数量限定発売＞ 

＜数量限定発売＞ 

【参考資料】 

＜新発売＞ 

＜数量限定発売＞ 


