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2022 年 7 月 28 日 

累計計画比 179％達成の UV ハンドクリームから高保湿タイプ 

薬用シワ改善・美白・UV カットできる高保湿ハンドクリーム新発売 

オトナの手肌の気になる乾燥や日焼けに、始める「ながらリンクル UV ケア」 
 
株式会社ナリス化粧品（代表取締役社長：村岡弘義 本社：大阪市福島区）は、ドラッグストア・量販店流通で展開するナ

リスアップブランドから、薬用シワ改善・美白※１・UV カットを叶える高保湿タイプのハンドクリーム「フォーザエフ 薬用 リンクルクリア 

ハンド UV モイスト」を、9 月 1 日から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）にて新発

売、ナリスアップ公式オンラインショップでも順次発売します。この製品は、2021 年 4 月 1 日にデビューした当社初の全品薬用シワ

改善ブランド「フォーザエフ」3 種 4 品のうちの 1 品であるハンドクリーム「薬用 リンクルクリア ハンド UV」の発売以降のメーカー計

画比 179％達成を受け、高保湿タイプとして、ラインナップの充実化、お客様満足度の向上を図るために発売します。※１ メラニンの

生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと。 

 

ハンドクリームの売り上げが落ち込む春夏シーズンにも前年比 350％超の実績 

「フォーザエフ」は、2021 年 4 月に、30 代後半～40 代前半の女性が、初め

てシワ改善を始めるためのブランドとして、シワ改善に加えて美白※1 も叶えるロ

ールオンタイプの美容液、シワ改善と美白※1 に加えて UV カット機能を有する

ハンドクリーム、シワ改善と美白※１に加えて肌荒れを防ぐ SPF50+の BB クリ

ーム（2 色）の 3 種 4 品でデビューしました。その中でも、「薬用 リンクルクリ

ア ハンド UV」は、シワ改善・美白効能のある医薬部外品において、日本で

初めての UV カット効果を有するハンドクリーム※2 という希少性だけでなく、コロ

ナ禍による手洗い回数の増加なども追い風となり、シワ改善と美白に加え、

UV カットも実現する多機能なハンドクリームとして発売以降のメーカー出荷額

で累計計画比 179％を達成。また、ハンドクリームは、一般的に秋冬のシー

ズンに売れるアイテムで、春夏のシーズンには売り上げを下げるアイテムです

が、販売しているマツモトキヨシ、ココカラファインでは、今年 4 月～6 月の 3 か

月の春夏シーズンの売り上げにおいて、前年（2021 年度）比較で、ともに

350％を超える売り上げ実績となりました。※2 TPC マーケティングリサーチ株式会社調

べ（2021 年３月 9 日）シワ改善・美白効能のある医薬部外品において、日本で初めての UV カッ

ト効果を有するハンドクリーム 

 

手洗いやアルコール消毒の増加に対応する 
高保湿シワ改善 UV ハンドクリーム 
新発売する「フォーザエフ 薬用 リンクルクリア ハンド UV モイスト」は、従来の「フォ

ーザエフ 薬用リンクルクリア ハンド UV」にさらに保湿感を高めた秋冬の乾燥した手

肌に応えるアイテムです。コロナ禍により、日常的に手洗いやアルコール消毒の回数

が増えており、手指の乾燥は進んでいる傾向があります。より、高い保湿感を求める

人に向けて、春夏だけでなく秋冬も、UV ケアと乾燥とシワ対策を叶える簡単でかしこい「ながらケア」を提案していきます。 

 

手指のケアに加えて首元にも使用可能。1 品で気になる部分を多角的にカバー。 

当社が行った調査（WEB による調査 ｎ＝1,997 実施日：2020 年 9 月）では、老化を感じるパーツの 1 位は「顔：57.3％」2 位は「手：

46.0％」、3 位は「首：43.4％」で、手の悩みとしては、順に「乾燥」「手荒れ（ひび・あかぎれ）」「日焼け」「シミ」「手全体のシワ」「指

全体のシワ」と、手指に関する悩みは多岐にわたります。1 品で、手指の複数の悩みに応えるハンドクリームでありながら、首元にも使用

できる「フォーザエフ 薬用リンクルクリア ハンド UV モイスト」は、秋冬の乾燥による手肌や首もとの多くの悩みに応えます。 

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社 ナリス化粧品 経営企画室 広報 横谷(よこたに) 
〒553-0001 大阪市福島区海老江 1 丁目 11 番 17 号 TEL:06-6346-6672 

FAX:06-6346-6569 E-mail:narispr@naris.co.jp HP:https://www.narisup.co.jp 
 
 

News Release 
 

商品名： 

フォーザエフ 薬用 リンクルクリア ハンド UV モイスト  
価格：オープン価格 
参考価格：1,200 円（税抜）1,320 円（税込） 

容量：60ｇ 発売日：9 月 1 日 
お客様からの問い合わせ先： 
ナリス化粧品 お客様相談窓口 0120-32-4600 

 

※１ 

 

tel:06-6346-6672


全品共通 シワ改善と美白※1 の効能が認められた有効成分「ナイアシンアミド」配合。 

※3 浸透性ビタミン C 誘導体（L－アスコルビン酸 2－グルコシド）・プラセンタエキス（１）・尿素・セラミド（N-ステアロイㇽフィトスフィンゴシン）・ヒアルロン酸ナトリウ

ム（2）・水溶性コラーゲン液（4）・ローヤルゼリーエキス・アボカド油・アマニ油（フラックスシードオイル）・ヒマワリ種子エキス ※4 浸透性ビタミン C 誘導体（L－アス

コルビン酸 2－グルコシド）・プラセンタエキス（１）・尿素・セラミド（N-ステアロイㇽフィトスフィンゴシン）・ヒアルロン酸ナトリウム（２）・水溶性コラーゲン・ローヤルゼリ

ーエキス ※5 浸透型ビタミン C 誘導体（テトラ 2-へキシルデカン酸アスコルビル）・アルブチン・プラセンタエキス（１）・加水分解ヒアルロン酸・ナノコラーゲン（コラーゲ

ン・トリペプチド F）・コエンザイム Q10（ユビデカレノン）・ローヤルゼリーエキス・ヨクイニンエキス・リピジュア®（2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブ

チル共重合体液） ※7 浸透性ビタミン C 誘導体（テトラ 2-へキシルデカン酸アスコルビル）・アルブチン・プラセンタエキス（１）・ナノヒアルロン酸（加水分解ヒアル

ロン酸）・ナノコラーゲン（コラーゲン・トリペプチド F）・コエンザイム Q10（ユビデカレノン）・ローヤルゼリーエキス・ハトムギエキス（ヨクイニンエキス）・リピジュア®（2-メ

タクロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液）   

【新製品】 商品名：フォーザエフ 薬用 リンク

ルクリア ハンド UV モイスト 

＜薬用シワ改善・保湿ハンドクリー

ム・日焼け止め＞医薬部外品  

販売名：薬用クリーム WR 6 

内容量：60ｇ   

価格：オープン価格  

参考価格：1,200 円（税抜）

1,320 円（税込） 

【既存品】 商品名：フォーザエフ 薬用 リンク

ルクリア ハンド UV  

＜薬用シワ改善・美白ハンドクリー

ム・日焼け止め＞医薬部外品 

販売名：薬用クリーム WR ３ 

内容量：60ｇ   

価格：オープン価格 

参考価格：1,200 円（税抜）

1,320 円（税込） 

手指の紫外線対策をしながら、シワ改善と美白※1 ケアを実

現。しっとりタイプで乾燥が気になる手指に深いうるおいを与

える高保湿タイプのハンドクリーム。無香料・無着色 

SPF32 PA+++で、日中の紫外線対策。手指にも、デ

コルテにも。 

(こんな人に…)年中、手肌の乾燥が特に気になる/手肌のシワ

が気になる/手肌のシミ・そばかすを防ぎたい/手肌の日焼けが

気になり始めた  

・ヴェール効果でお肌を守る手肌ラップ成分（アクリル酸アルキル共

重合体エマルション（1））〔皮膜形成剤〕配合。 

・10 種類の美容成分配合※3（保湿成分） 

手指の紫外線対策をしながら、シワ改善と美白※1 ケアを実現。

さらっとしたテクスチャーで、乾燥しやすい手指にうるおい与えるハ

ンドクリーム。無香料・無着色 

SPF32 PA+++で、日中の紫外線対策。手指にも、デコル

テにも。 

(こんな人に…)手肌のシワが目立つようになってきた/手肌の乾燥

が進み、キメが粗くなってきた/手肌のシミ・そばかすを防ぎたい/手

肌の日焼けが気になり始めた /ハンドクリームのべたつきが苦手 

・ヴェール効果でお肌を守る手肌ラップ成分（アクリル酸アルキル共重合

体エマルション）〔皮膜形成剤〕配合。 

・７種類の美容成分配合※4（保湿成分） 

【既存品】 商品名：フォーザエフ 薬用 リンク

ルクリア エッセンス 

 ＜薬用シワ改善・美白美容液＞

医薬部外品 

内容量：15ｍL   

価格：オープン価格  

参考価格：1,350 円（税抜）

1,485 円（税込） 

【既存品】 商品名：フォーザエフ 薬用 リンク

ルクリア BB クリーム 01・02  

＜薬用シワ改善 化粧下地・ファン

デーション＞医薬部外品 

内容量：30ｇ   

価格：オープン価格  

参考価格：1,200 円（税抜）

1,320 円（税込） 

ボール状のローラー付きで、マッサージしながら、シワ改善と

美白※1 ケアを実現。 

気になるシワ部位の目元・口元にしっかり届く薬用美容液。 

無香料・無パラベン 

直塗りできるロールオンタイプ容器。マッサージすることで血行促

進し、クリアな肌に。 

(こんな女性に…)目元のシワが目立つようになってきた/シミ・そ

ばかすを防ぎたい/マッサージで血行をよくしたい 

・乾燥が気になる部位や、目元・目尻や眉間などの細かな部

分にも。 

・９種※5 の保湿成分配合 

 ※ローラーのボール部分はステンレス製です。金属アレルギー

の方は、ご使用をお控えください。 

メイクしながら、シワ改善と肌荒れ予防と美白※1 ケアを実現。 

肌悩みによって、黄ぐすみ※6 カバーとシミ・毛穴カバーできる

BB クリーム。〔美容液/UV カット/化粧下地/コンシーラー/ファン

デ―ション/コントロールカラー〕 

※6 角層肥厚により肌色が黄色味をおびて見えること。 

SPF50+ PA+++で、肌悩みによって選ぶ 1 本 6 役の

BB クリーム。 

(こんな女性に…)01（ピンクベージュ）/黄ぐすみ※6 をカバーし

て、透明感を引き出します。 02（アプリコットベージュ）/シミなど

の色むらや毛穴などの凹凸をカバーします 

・目元、口元、頬などの気になるシワを改善。シワを気にせず過ご

せる肌へ。 

・9 種類※7 の美容成分配合（保湿成分） 

02 アプリコットベージュ 

01 ピンクベージュ 


