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　株式会社マンダム（本社：大阪市　社長執行役員：西村元延）は、40才からの男性化粧品ブランド
「ルシード」より、マンダム独自の男性体臭研究から生まれた「ルシード 薬用デオドラント」２品を、
2018年2月19日（月）に新発売します。　

“香りでごまかさない　無香料のデオドラント”で40才からのニオイ対策
業界初！「白色活性炭」配合の新技術で、頑固なニオイの原因となる汗・皮脂を吸着！

ルシード　薬用デオドラント
2018年2月19日（月） 新発売

左から：ルシード
薬用デオドラント高密着スティック〈医薬部外品〉
薬用デオドラント高密着クリーム〈医薬部外品〉
発売場所 ： 全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、その他

15g
30g

￥900（税抜）
￥900（税抜）

◆業界初！ニオイの元になる汗や皮脂を徹底吸着する「白色活性炭」配合。快適な清潔肌が続きます。
◆高密着の直塗りタイプだから、汗をかいても流れずに、一日中肌に留まり、効果が続きます。
◆有効成分「殺菌成分」と「制汗成分」をW配合。ニオイ菌と汗を抑えて、長時間ニオイを防ぎます。
　ワキに塗りやすいスティックタイプと、ワキはもちろん、足指にも使えるクリームタイプの2品。無香料。
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※1 2016年・2017年 各年4月～9月/マンダム算出市場データ
※2 2016年4月～2017年3月/マンダム調べ

※3 吸着剤　※4 カンゾウ抽出末、桂皮エキス（保湿）　※5 保湿

　近年、対人意識が高く、身だしなみと自分なりのおしゃれを心がけるミドル男性が増えるなか、同時にニオイケア意識も
高まっています。
　男性のニオイケア市場は好調に推移していますが、なかでも直塗りデオドラント市場は前年比148%と大きく伸長※１
しており、購入者は４０代が最も多くなっています※2。40代は加齢による自身のニオイの変化を感じやすい年代で
あり、しっかりとニオイ対策をしたいと考えています。
　新製品の「ルシード　薬用デオドラント」は、マンダム独自の男性体臭研究から生まれたデオドラントシリーズです。
今回、ニオイの元になる汗・皮脂の吸着力に優れる活性炭に着目しました。黒くて肌に直接塗ることができなかった活性
炭を、特殊技術により白色化することに成功。この「白色活性炭」を採用することで、活性炭を肌に留まらせ、ニオイの
元になる汗・皮脂をしっかり吸着させることを実現しました。さらに、殺菌成分と制汗成分のW配合で、ニオイ菌と汗
を抑えて、長時間ニオイを防ぎます。手を汚さずムラなく塗れるスティックタイプと、ワキはもちろん、足指にまで
しっかり塗り込めるクリームタイプを揃えました。

※価格は希望小売価格です。

40才からの男のニオイ対策　～吸着炭配合の直塗りデオドラントスティック～　
汗、皮脂を徹底吸着。一日密着してニオイの発生を防ぎ続ける！

〈使用方法〉
・ キャップを回して取り外した後、容器下部を回し、中味を１㎝程度出して、ワキなどニオイの気に
なるところに適量塗ってください。

1新技術により直塗りデオドラントに初めて活性炭※3を配合。塗っても黒くならない白色
活性炭がニオイの元になる汗と皮脂を徹底吸着。

2殺菌成分＆制汗成分をW配合。さらに高密着＆耐汗処方で、汗をかいても流れないから、
防臭効果が続く。

3ワキに塗りやすいスティックタイプ。植物フラボノミックス※4・緑茶エキス※5・清涼成分メン
トール配合で心地良い使用感。無香料・無着色。

40才からの男のニオイ対策　～吸着炭配合の直塗りデオドラントクリーム～
汗、皮脂を徹底吸着。一日密着してニオイの発生を防ぎ続ける！
1新技術により直塗りデオドラントに初めて活性炭※3を配合。塗っても黒くならない白色
活性炭がニオイの元になる汗と皮脂を徹底吸着。

2殺菌成分＆制汗成分をW配合。さらに高密着＆耐汗処方で、汗をかいても流れないから、
防臭効果が続く。

3ワキはもちろん、足指にまでしっかり塗りこめるクリームタイプ。植物フラボノミックス※4・緑茶
エキス※5・清涼成分メントール配合で心地良い使用感。無香料・無着色。

〈使用方法〉
・ キャップを開け、適量を指先に取り、ワキや足指の間などニオイの気になるところに薄く塗り
伸ばしてください。
※足指に塗布する場合は、乾いた清潔な足に使用してください。

商品名・容量・価格 商 品 特 長

ルシード
薬用デオドラント
高密着クリーム
（販売名：薬用デオドラント クリームN)
〈医薬部外品〉
30g／￥900（税抜）

ルシード
薬用デオドラント
高密着スティック
（販売名：薬用デオドラント スティックN）
〈医薬部外品〉
15g／￥900（税抜）

汗・皮脂の吸着力に優れた活性炭を開発し、さらに特殊技術で白色化
マンダムでは、より良いデオドラント剤開発に向けて日々素材探求を
するなか、活性炭に着目しました。しかし、活性炭に吸着力があること
は知られているものの、「炭は黒い」ことから、肌に留まるデオドラント
剤への応用は難しいと考えられていました。
しかし、何らかの方法で活性炭をデオドラント剤に応用できないか、と
の思いから、ニオイの元になる汗・皮脂の吸着力に優れた活性炭を
開発し、さらに特殊技術により白色化することに成功。肌に留まって
も黒くならずにニオイの元となる汗と皮脂を吸着する白色活性炭を
配合した、新しいデオドラント剤の製品化を実現しました！特に汗・皮脂の吸着に

優れた活性炭を開発。
デオドラント剤への
応用が可能に。

白色化
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