2017 年 11 月 20 日

ナチュラル×バイタル×エイジングケア※１

エビータ ボタニバイタル 誕生
～カネボウ化粧品 スキンケア改革第３弾～
株式会社カネボウ化粧品
カネボウ化粧品は、2018 年３月 10 日、セルフ領域で展開す
る「エビータ」のスキンケアを全面的に刷新し、エイジングケ
ア※１シリーズ「エビータ ボタニバイタル」を発売します（14
品目 20 品種・ノープリントプライス）
。植物のみなぎる力※２に
着目し、うるおいあふれるハリ肌に導きます。
エイジングケアに関心のあるすべての女性に向けて、
「ナチュ
ラル×バイタル×エイジングケア」を提案し、セルフエイジン
グスキンケア市場での確固たるポジションの確立を目指します。
※１エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいのお手入れ

※２保湿

市場背景
「エビータ」
は、
日本人女性の最大ボリュームゾーンである団塊世代が 50 代にさしかかった 2000
年に誕生したセルフブランドです。当時の大人女性の「何を選んでいいかわからない」という声を
受け、いち早くパッケージに「50 才から」と年齢を明記して展開。選びやすさが奏功し、セルフエ
イジングケア市場をけん引し続けてきました。しかし、この 17 年間で女性を取り巻く環境は大き
く変化。女性の高学歴化により社会進出が加速していることに加え、インターネットや SNS も広
く普及しています。これにより、女性がさまざまな情報を効率よく入手し活用する能力が飛躍的に
向上し、
「50 才から」のフラグを立てる必要性も希薄になってきました。
一方、セルフスキンケア市場では「エイジングケア」カテゴリーの規模は伸長傾向にあります。
カネボウ化粧品の行った 2016 年の調査では、
「エイジングケア」購入者の年代構成比は 50・60 代
が約 60%、30・40 代で 35%となっており、エイジングケアへの関心・使用は 30 代から高まって
いると考えられます。
そこで今回、「エビータ」を、エイジングケアに取り組みたいと考えるすべての女性に向けたブ
ランドとして刷新。セルフ領域で、強い存在感を発揮するスキンケアブランドとして、強化を図っ
ていきます。
ナチュラル×バイタル×エイジングケア
昨今では、忙しい女性の増加を背景に、
「植物」
「ナチュラル」という価値に共感し、自然で健康
的な生活を志向するトレンドがあります。「エビータ」は、この「植物」の持つ力強さ、生命力に
着目。ブランド誕生以来象徴としてきた「バラ」に、この「植物」の力を組み合わせることで、力
強さや高級感とともに、使う人をワクワクさせるような驚きのあるエイジングケアを提案していき
ます。
「エビータ ボタニバイタル」特長
「エビータ ボタニバイタル」は、植物のみなぎる力※２を味方に、うるおいあふれるハリ肌に導
くセルフエイジングケアシリーズです。年齢と共に気になる乾燥悩みに「高保潤（ディープモイス

チャー）ライン」、年齢と共に気になるハリ・つやに「艶リフトライン」の２ラインを揃え、さら
にクレンジング、洗顔料をラインアップし展開します。植物由来の成分を組み合わせた「ボタニバ
イタル処方」を採用。洗顔料、クレンジングを除く全品に、共通の保湿成分として、ダイズの芽か
ら抽出した成分を含んだポリアミン α※３を配合しています。
中心商品は、１品で化粧水、乳液、美容液、クリーム、パックの５つの役割を担うオールインワ
ンジェル。高保潤ラインの「エビータ ボタニバイタル

ディープモイスチャー

ジェル」は、うるおい・ハリを与えて美しい肌に整えるぷるぷるとしたエイジン
グケアジェルです。肌にのせるとみずみずしくくずれて角層に浸透。抱水効果の
高い油剤が肌をなめらかに包み込んで、うるおいをしっかりキープします。保湿
成分としてポリアミンα、ボタニモイスト※４を配合しています。ナチュラルロー
ズの香りです。
一方、艶リフトラインの「エビータ ボタニバイタル

艶リフト ジェル」は、

とろりとしたコクのあるリッチな感触で、年齢と共に変化する水油バランスをサ
ポートするエイジングケアジェルです。肌にぴたりと密着してヴェールを形成す
る油剤と、光の屈折率が高く肌につやを与える油剤を組み合わせて配合。つやハ
リを与え、美しい肌に整えます。保湿成分としてポリアミンα、ボタニモイスト
EX※５を配合しています。エレガントローズの香りです。
※３
※４

ダイズ芽エキス、グリセリン
ダマスクバラ花水、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、リンゴ果実エキス、キイチゴエキス、コメ発酵液、水溶性
コラーゲン、ヒアルロン酸 Na
※５ ダマスクバラ花水、キュウリ果実エキス、アボカドエキス、オタネニンジン根エキス、プルーン分解物、マカデミアナッツ
脂肪酸フィトステリル、マカデミアナッツ油、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸 Na

デザイン
「エビータ ボタニバイタル」発売に合わせ、ロゴとマークを一新します。
ブランドの象徴である「バラ」を、水滴をモチーフにアレンジ。マークを支え
る半円は、大地と水をイメージし、空に向かって伸びてゆくような生命力をデ
ザインしています。
商品の容器は、植物の生命力を赤（高保潤ライン）と黒（艶
リフトライン）で表現しました。キャップの天面は、輝き感の
あるピンクゴールドで、みずみずしいうるおいを演出。化粧水
や乳液のボトルには、新しいマークをサンドブラストのような
質感であしらい、高級感を持たせています。また、店頭に陳列
する際のパッケージには、赤、黒それぞれに魅惑的なバラを配
し、店頭でもひときわ目を引くような、上品な華やかさを演出
しています。

プロモーション
早期にセルフエイジングケア市場で存在感のあるブランドへと育成することを目指し、多角的なプ
ロモーションを展開します。認知拡大を図るため、新しい世界観と商品特長を訴求する TVCM を実
施するほか、
「植物のみなぎる力※２を味方にしたエイジングケア」への興味を喚起するような Web で
の施策を強化。さらに店頭でも、新シリーズの世界観を全面に表現した展開を図っていきます。

◆商品概要◆

【価格は全てノープリントプライスです】
品種数

商品名
エビータ

容量

ボタニバイタル

ディープモイスチャー

ジェル

高
保
潤
ラ
イ
ン

エビータ

90g

ボタニバイタル

ディープモイスチャー

ローション

ボタニバイタル

ディープモイスチャー

ローション

無香料
エビータ

ボタニバイタル

ディープモイスチャー
エビータ

ミルク

ボタニバイタル

ディープモイスチャー

ミルク

無香料
エビータ

ボタニバイタル

ディープモイスチャー

クリーム

共
通

全２種
各 180mL
全２種
各 180mL
全２種
各 130mL
全２種
各 130mL
１種
35g

エビータ

ボタニバイタル

１種

艶リフト

ジェル

90g

〈つけ替え用レフィル〉

艶
リ
フ
ト
ラ
イ
ン

90g
１種

〈つけ替え用レフィル〉
エビータ

１種

１種
90g

エビータ

ボタニバイタル

全２種

艶リフト

ローション

180mL

エビータ

ボタニバイタル

全２種

艶リフト

ミルク

130mL

エビータ

ボタニバイタル

１種

艶リフト

クリーム

35g

エビータ

ボタニバイタル

１種

クレンジングクリーム

120g

エビータ

１種

ボタニバイタル

クリームソープ

130g

商品特長
ぷるぷるのジェルがみずみずしくくずれて角層
に浸透し、肌をなめらかに包み込む“抱水ヴェー
ル効果”で角層深くまでうるおいを届ける、オー
ルインワン エイジングケアジェル
１品で、化粧水・乳液・美容液・クリーム・パッ
クの５つの役割
うるおい・ハリを与えて美しい肌に整える、エイ
ジングケア化粧水
(Ⅱ)とてもしっとり
…まろやかでみずみずしい感触
(Ⅲ)濃密しっとり
…とろみのあるみずみずしい感触
うるおい・ハリを与えて美しい肌に整える、エイ
ジングケア乳液
(Ⅱ)とてもしっとり
…なめらかでみずみずしい感触
(Ⅲ)濃密しっとり
…クリーミィでみずみずしい感触
うるおい・ハリを与えて美しい肌に整える、なめ
らかな感触のエイジングケアクリーム
とろりとしたコクのある感触で溶けこむように
角層に浸透し、ベタつきにくい“濃密ラップ効果”
でうるおいを閉じ込める、年齢と共に変化する
「水油バランス」をサポートするオールインワン
エイジングケアジェル
１品で、化粧水・乳液・美容液・クリーム・パッ
クの５つの役割
ぷるんとしたつやハリを与え美しい肌に整える、
エイジングケア化粧水
(Ⅱ)とてもしっとり
…まろやかでコクのある感触
(Ⅲ)濃密しっとり
…白濁とろみでコクのある感触
ぷるんとしたつやハリを与え美しい肌に整える、
エイジングケア乳液
(Ⅱ)とてもしっとり
…なめらかでコクのある感触
(Ⅲ)濃密しっとり
…クリーミィでコクのある感触
ぷるんとしたつやハリを与え美しい肌に整える、
コクのある感触のエイジングケアクリーム
うるおいを守りながらしっとり落とす、エイジン
グケアメイク落とし
・植物由来アミノ酸系洗浄成分配合
うるおいを守りながらしっとり洗う、エイジング
ケア洗顔料
・植物由来アミノ酸系洗浄成分配合

高保潤ライン

艶リフトライン

特長

年齢と共に気になる乾燥悩みに。
角層深くまで浸透し、うるおい満ちる、しっとり
ハリ美肌感へ
●ポリアミンα（保湿）
ボタニ

ダイズ芽エキス、グリセリン

バイタル処方 ●ボタニモイスト(保湿)
（配合成分）

ダマスクバラ花水・キュウリ果実エキス・アセロラ果実
エキス・リンゴ果実エキス・キイチゴエキス・コメ発酵液・
水溶性コラーゲン・ヒアルロン酸 Na

香り

年齢と共に気になるハリ・つやに。
年齢と共に変化する“水油バランス”を
サポートし、ぷるんとしたつやハリ美肌感へ
●ポリアミンα（保湿）
ダイズ芽エキス、グリセリン

●ボタニモイスト EX(保湿)
ダマスクバラ花水・キュウリ果実エキス・アボカドエキス・
オタネニンジン根エキス・プルーン分解物・マカデミア
ナッツ脂肪酸フィトステリル・マカデミアナッツ油・
水溶性コラーゲン・ヒアルロン酸 Na

ナチュラルローズの香り

エレガントローズの香り

情熱的な赤いバラと野性味のあるゼラニウムなど、

魅惑的な黒いバラと甘さのあるバニラなどスパイシーな

いきいきとした赤色のイメージの香り素材で植物の

黒色のイメージの香り素材で植物の生命力を表現

生命力を表現した香り

した香り

※化粧水、乳液には無香料タイプもあります

◆発売日◆ 2018 年３月 10 日
◆主な取扱い店◆ ドラッグストア、量販店など

