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累計出荷数9,000万個*1のロングセラーを17年ぶり*2にリニューアル

ちふれのスキンケア

新「保湿シリーズ」誕生

～肌と同じうるおいメカニズム*3で、じんわりなじんで、しっかりうるおう～
2022年9月1日(木)から順次販売開始

ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、
「ちふれ」ブランドより、長年にわたりご愛用いただいているちふれのスキンケア「保湿シリーズ」を
リニューアル発売いたします。全国のドラッグストア、スーパー、対面量販店、直営店、百貨店、
ちふれグループカタログ通信販売、ちふれオンラインショップ、ちふれ公式出品のECモール等で、
2022年9月1日(木)から順次販売予定です。
※商品・店舗により発売日が異なります。（一部店舗で先行販売予定）

＊1…【期間】1998～2021年度までのシリーズ累計出荷個数。
【対象商品】ちふれ 化粧水 さっぱりタイプ、ちふれ 化粧水 しっとりタイプ、ちふれ 化粧水 とてもしっとりタイプ、ちふれ 化粧水
ノンアルコールタイプ、ちふれ 乳液 さっぱりタイプ、ちふれ 乳液 しっとりタイプ、ちふれ 保湿クリーム しっとりタイプ
（各 本体・詰替用）計14種。（(株)ちふれ化粧品調べ）
＊2…『ちふれ 化粧水 とてもしっとりタイプ』（2012年発売）のみ10年ぶり。
＊3…細胞間脂質類似成分、保湿成分、油性エモリエント成分で肌（角層）をととのえること。

❖ 「保湿シリーズ」リニューアル概要
●「保湿シリーズ」について
ちふれの「保湿シリーズ」は、ブランド誕生時からの信念である“高品質・適正価格”を体現し、また
スキンケアの基本である“保湿”にまっすぐ向き合い、幅広い方にお使いいただけるシンプル処方を実現し
たシリーズとして、1998年に誕生しました。肌に必要なものだけを厳選した処方と、くらしになじむシ
ンプルなボトルで、性別・世代を問わず、幅広いお客様にご愛用いただいております。発売から現在ま
でに、シリーズ累計9,000万個*1を出荷する、ちふれブランドのスキンケアを代表する人気商品です。

●今回のリニューアルについて
どの世代の方にとっても大切な“保湿”にさらにまっすぐ向き合うため、新たに“肌と同じうるおいメ
カニズム*3”を採用し、保湿力をアップ*4させ、さらにじんわりしっかりうるおう処方を実現しました。
また、性別・世代を問わずお使いいただけるよう、シンプルなデザインや、使用感のタイプが豊富な点
は踏襲しながら、さらに使いやすいボトル・肌なじみのよい使用感に刷新しました。
リニューアル後も、“一人ひとりのくらしに寄り添う存在でありたい”というちふれの想いは変わりま
せん。余計なものは入れないシンプル処方と、手に取りやすい価格はそのままに、はじめてのスキンケ
アとして手に取っていただく方にも、長くご愛用いただいている方にも、様々な「くらしと、とも
に。」寄り添う、ちふれの想いを形にしたスキンケアシリーズです。

～ちふれブランドの想い～

ちふれブランドは2020年に “一人ひとりのくらしに
寄り添う存在でありたい”というブランドの想いを表
したブランドスローガン「くらしと、ともに。」を
制定しました。
今回リニューアルを行う「保湿シリーズ」も、一人
ひとりの「くらしと、ともに。」ありたい、という
想いを体現しています。

＊1…【期間】1998～2021年度までのシリーズ累計出荷個数。
【対象商品】ちふれ 化粧水 さっぱりタイプ、ちふれ 化粧水 しっとりタイプ、ちふれ 化粧水 とてもしっとりタイプ、ちふれ 化粧水
ノンアルコール タイプ、ちふれ 乳液 さっぱりタイプ、ちふれ 乳液 しっとりタイプ、ちふれ 保湿クリーム しっとりタイプ
（各 本体・詰替用）計14種。（(株)ちふれ化粧品調べ）
＊3…細胞間脂質類似成分、保湿成分、油性エモリエント成分で肌（角層）をととのえること。
＊4…当社従来品 ちふれ「保湿（ベーシック）シリーズ」との比較。

❖ 新「保湿シリーズ」 コンセプト

“肌と同じうるおいメカニズム*3 ”
今回の新処方は、現行品に配合している保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロースに加え、細胞間うる
おい成分*5と油性エモリエント成分を軸とした処方です。水分を「たくわえる」、「かかえこむ」、
「とじこめる」という、肌のうるおいメカニズム*3と同じ3要素を取り入れたことで、保湿力をアッ
プ*4させ、さらにやわらかな肌あたりでじっくり角層へ浸透していくような肌なじみのよい感触にな
りました。
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「天然保湿因子」が角層の中で
水分をたっぷりたくわえてキー
プ。その水分を「細胞間脂質」
が何層にも重なってしっかりか
かえこみ、さらに「皮脂膜」が
肌表面を覆ってうるおいを逃さ
ないよう守っています。

＊3…細胞間脂質類似成分、保湿成分、油性エモリエント成分で肌（角層）をととのえること。
＊4…当社従来品 ちふれ「保湿（ベーシック）シリーズ」との比較。
＊5…【ちふれ 保湿化粧水】 油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／ベヘニル／オクチルドデシル）
【ちふれ 保湿化粧水を除く化粧水3種、保湿乳液】 油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）
【保湿クリーム】 油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）

❖ 新「保湿シリーズ」商品一覧
新「保湿シリーズ」は、化粧水4種、乳液1種、クリーム1種のラインアップです。
商品名

ちふれ 保湿化粧水
とてもしっとりタイプ

ちふれ 保湿化粧水
しっとりタイプ

種類

容量

価格

本品

180mL

770円
(本体価格 700円)

詰替用

150mL

638円
(本体価格 580円)

本品

180mL

770円
(本体価格 700円)

詰替用

150mL

638円
(本体価格 580円)

本品

180mL

770円
(本体価格 700円)

詰替用

150mL

638円
(本体価格 580円)

本品

180mL

660円
(本体価格 600円)

詰替用

150mL

528円
(本体価格 480円)

本品

150mL

770円
(本体価格 700円)

詰替用

120mL

605円
(本体価格 550円)

本品

56g

770円
(本体価格 700円)

詰替用

56g

660円
(本体価格 600円)

ちふれ 保湿化粧水

ちふれ 保湿化粧水
さっぱりタイプ

ちふれ 保湿乳液

ちふれ 保湿クリーム

商品特長
とろっとたっぷり
しっとり。
もっちり
ふっくらとした肌に。

なじみがよく
しっとり。
うるおって
なめらかな肌に。

ベタつかずうるおう。
しっとり
ととのった肌に。

ベタつかずさっぱり。
みずみずしく
うるおった肌に。

スルスルのびて、
しっとり
うるおった肌に。

軽くなめらかな感触。
翌朝しっとり
やわらかな肌へ。

これからも地球と ～詰め替え化粧品について～
詰め替え化粧品は、1974年にちふれが日本でいち早くはじめ、今では化粧品のスタンダー
ドになっています。オイルショックで物価が高騰していた当時から、「限りある資源を大
切にしたい」、「品質を落とすことなく手に取りやすい価格のままお届けしたい」という
想いは変わらず、新「保湿シリーズ」すべての商品でも詰替用をご用意しています。

＜別紙＞
化粧水

化粧水は、使用感のお好みでお選びいただける4タイプです。
さっぱりタイプはアルコール配合でみずみずしい清涼感があり、他3種はノンアルコール処方で、
アルコールに敏感な方もお好みの使用感をお選びいただけます。
とろっと
なめらか

とても
しっとり

しっとり

保湿

『ちふれ 保湿化粧水 とてもしっとりタイプ』 本品

さっぱり

さらっと
みずみずしい

180mL 770円 （本体価格 700円）

詰替用 150mL 638円 （本体価格 580円）
とても
しっとり

とろっとたっぷりしっとり。もっちりふっくらとした肌に。
＜商品特長＞
・とろっとした肌あたりのよいなめらかな感触で、肌にしっかり
うるおいを与え、もっちりとした肌に導きます。
・細胞間うるおい成分*5、保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース、
油性エモリエント成分配合で、じんわりしっかりなじんで、
気持ちのよいうるおい肌が続きます。
・リニューアル後、お肌にのせたあとのベタつきを感じにくい
使いごこちになりました。
・無香料／無着色／ノンアルコール

『ちふれ 保湿化粧水 しっとりタイプ』 本品

180mL 770円 （本体価格 700円）

詰替用 150mL 638円 （本体価格 580円）
しっとり

なじみがよくしっとり。うるおってなめらかな肌に。
＜商品特長＞
・なじみがよくなめらかな感触で、肌にしっかりうるおいを与え、
みずみずしくぷるんとした肌に導きます。
・細胞間うるおい成分*5、保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース、
油性エモリエント成分配合で、じんわりしっかりなじんで、
気持ちのよいうるおい肌が続きます。
・リニューアル後、さらになじみがよくやわらかな使いごこちに
なりました。
・無香料／無着色／ノンアルコール

＊5…【ちふれ 保湿化粧水を除く化粧水3種】 油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

化粧水

『ちふれ 保湿化粧水』 本品

180mL 770円 （本体価格 700円）

詰替用 150mL 638円 （本体価格 580円）
保湿

ベタつかずうるおう。しっとりととのった肌に。
＜商品特長＞
・なじみがよくなめらかな感触で、肌にしっかりうるおいを与え、
しっとりとした肌に導きます。
・細胞間うるおい成分*5、保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース、
油性エモリエント成分配合で、じんわりしっかりなじんで、
気持ちのよいうるおい肌が続きます。
・無香料／無着色／ノンアルコール

『ちふれ 保湿化粧水 さっぱりタイプ』 本品

180mL 660円 （本体価格 600円）

詰替用 150mL 528円 （本体価格 480円）

さっぱり

ベタつかずさっぱり。みずみずしくうるおった肌に。
＜商品特長＞
・ベタつかずスッとなじむような感触で、肌にしっかりうるおい
を与え、すっきりみずみずしいうるおい肌に導きます。
・細胞間うるおい成分*5、保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース
配合で、じんわりしっかりなじんで、気持ちのよいうるおい肌
が続きます。
・リニューアルによって、アルコール感がマイルドになり、
きしみにくくなじみのよい使いごこちになりました。
・無香料／無着色

＜使用方法＞ ※化粧水4種 共通
○洗顔のあと、適量（500円玉大）をコットンまたは手にとり、やさしく顔全体になじませます。

＊5…【ちふれ 保湿化粧水】
油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／ベヘニル／オクチルドデシル）
【ちふれ 保湿化粧水を除く化粧水3種】油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

乳液

『ちふれ 保湿乳液』 本品

150mL 770円 （本体価格 700円）

詰替用 120mL 605円 （本体価格 550円）
スルスルのびて、しっとりうるおった肌に。
＜商品特長＞
・ベタつかずみずみずしくのびるような感触で、肌を乾燥から守り、
ふっくらしっとりとした肌に保つ乳液です。
・細胞間うるおい成分*5、保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース、
油性エモリエント成分配合で、じんわりしっかりなじんで、
気持ちのよいうるおい肌が続きます。
・無香料／無着色／ノンアルコール
＜使用方法＞
○化粧水や美容液のあと、適量（100円玉大）を手にとり、やさしく顔全体にのばしなじませます。
○朝、乾燥が気になるときには、必要に応じてお使いください。
（メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。）

保湿クリームも、リニューアルにあわせて新しいデザインに！
クリーム

『ちふれ 保湿クリーム』 本品

56g 770円 （本体価格 700円）

詰替用 56g 660円 （本体価格 600円）
軽くなめらかな感触。翌朝しっとりやわらかな肌へ。
＜商品特長＞
・なめらかに軽くのび、しっとりとしたうるおいを感じるクリームです。
保湿成分を閉じ込め、ふっくらうるおい満ちる肌を保ちます。
・細胞間うるおい成分*5、保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース、
油性エモリエント成分配合で、じんわりしっかりなじんで、
気持ちのよいうるおい肌が続きます。
・無香料／無着色／ノンアルコール
＜使用方法＞
○化粧水や美容液のあと、適量（真珠粒大）を手にとり、やさしく顔全体にのばしなじませます。
○朝、乾燥が気になるときには、必要に応じてお使いください。
（メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。）
＊5…【保湿乳液】
油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）
【保湿クリーム】 油性エモリエント成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）

❖ 新「保湿シリーズ」リニューアル箇所
●肌に溶け込むようなやさしい使いごこち ＆ ノンアルコール処方*6
“肌と同じうるおいメカニズム*3”を採用したことで、やわらかな肌あたりになり、肌に溶け込む
ような浸透感のある使いごこちになりました。また、化粧水（『ちふれ 保湿化粧水 さっぱりタ
イプ』は除く）・乳液・クリームにアルコールを配合していないので、アルコールに敏感な方も
よりお選びいただきやすくなりました。
＊3…細胞間脂質類似成分、保湿成分、油性エモリエント成分で肌（角層）をととのえること。
＊6…『ちふれ 保湿化粧水 さっぱりタイプ』は除く。

●さらに使いやすいボトルにリニューアル

従来品

NEW!

スクリューキャップから、ワンタッチで
簡単に開閉できるキャップにリニューア
ルし、毎日のスキンケアのときに、より
使いやすくなりました。詰め替えるとき
も、中栓をはずす手間がなくなり、さら
にボトルの口が大きくなって、詰め替え
やすくなりました。

＜使用ステップ＞
化粧水
保湿化粧水
とてもしっとりタイプ

洗顔

保湿化粧水
しっとりタイプ
保湿化粧水
保湿化粧水
さっぱりタイプ

乳液 or
保湿クリーム
美容液
※必要に応じて
お使いください。

保湿乳液
保湿クリーム
※朝、乾燥が気になるときには、
必要に応じてお使いください。
（メイクの前は少量でお使いい
ただくことをおすすめします）

＜生産終了商品＞ 新商品発売に伴い、『ちふれ 化粧水 さっぱりタイプ』、『ちふれ 化粧水 しっとりタイプ』、『ちふれ 化粧水 とて
もしっとりタイプ』、『ちふれ 化粧水 ノンアルコールタイプ』、『ちふれ 乳液 さっぱりタイプ』、『ちふれ 乳液 しっとりタイプ』、
『ちふれ 保湿クリーム しっとりタイプ』（各 本体・詰替用）は生産終了予定です。
※ ここに掲載されている情報は、発表時（2022年6月21日）の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

