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株式会社クラブコスメチックス（本社・大阪市 代表取締役社長：中山ユカリ）は
累計出荷数900万個を突破した「クラブ すっぴんシリーズ」から新商品として

「クラブ すっぴん ホワイトニングパウダー」「クラブ すっぴん ホワイトニングクリーム」
「クラブ すっぴんスキンローション」「クラブ すっぴんリップエッセンス」を

2020年2月、3月に順次発売いたします。
流通形態は全国のドラッグストア、バラエティショップ、

量販店、弊社オンラインショップ等です。

「クラブ すっぴんシリーズ」は2013年発売の「クラブ 湯上りすっぴんパウダー」からスタートしました。
2015年に「クラブ すっぴんパウダー」2種を発売し、「クラブ すっぴんクリーム」、

さらに2019年には「クラブ すっぴんケアネイル」や「クラブ すっぴんラッシュアップセラム」等を
発売して「クラブ すっぴんシリーズ」を形成。

どれも洗顔不要でつけたまま寝れて、すっぴんをかわいく見せてくれる
新しいカテゴリーの商品として定着いたしました。

このたび、もっと理想の「すっぴんきれい」を完成させる４アイテムを新発売いたします。

「クラブすっぴんシリーズ」にNEWアイテム登場！

すっぴんをもっときれいに、かわいく見せる！

クラブ すっぴん ホワイトニングパウダー※１

クラブ すっぴん ホワイトニングクリーム※２

保湿しながら白く美しい肌に見せる

クラブ すっぴんスキンローション
（ナチュラル、クリアトナー）

きれいな素肌を育む

クラブ すっぴんリップエッセンス
(クリア、ピンク、ローズ、コーラル、レッド）

唇にうるおいと血色感をオン

2020年
3月2日発売

2020年
2月18日発売

1903年の創業以来、素肌の美を発信し続けているクラブから
2020年、さらに進化した「もっときれいでかわいいすっぴん」をご提案いたします。

容 量：26g

価 格：1,980円（税込）

容 量：30g

価 格：1,430円（税込）

医薬部外品

容 量： 500mL

価 格： 770 円（税込）
価 格： 550 円（税込）

※１販売名：クラブ SP ホワイトニングパウダー ※２ 販売名：クラブ SP ホワイトニングクリーム



＼24時間美白※1ケア、いつだって「肌きれい」って言われたい！／

クラブ 美白※1

医薬部外品

美白※1有効成分
ビタミンＣ誘導体

配合
（Ｌ-アスコルビン酸

2-グルコシド）

メラニンの生成を抑えて
シミ・ソバカスを防ぐ

セラミド2配合
(保湿成分）

商品名：クラブ すっぴん ホワイトニングパウダー※５

＜イノセントフローラルの香り＞

容 量：26g
価 格：1,980円（税込）

容 量：30g
価 格：1,430円（税込）

商品名：クラブ すっぴん ホワイトニングクリーム※6

＜イノセントフローラルの香り＞

❤つけたまま寝れるスキンケアパウダー❤ ❤つけたまま寝れるスキンケアクリーム❤

①すべすべつるんのすっぴん白肌
キメ細かいパウダーが肌の色ムラや毛穴を目立たなくし
テカりを抑えて、ひと塗りで透明感のある理想の白肌に。

②洗顔不要！そのまま寝れちゃう
スキンケアパウダーだから、洗い流さなくてもOK！
24時間美白※1ケアで、もっと白くてきれいなすっぴんに。
☆本品以外のメイク品や日やけ止めをご使用の場合は、

クレンジングや洗顔を行ってください。

①やわらかくてすべすべのすっぴん白肌
なめらかな保湿成分配合のうるおいクリームが
肌の色ムラや毛穴を目立たなくし、
ひと塗りで透明感のある理想の白肌に。

②洗顔不要！そのまま寝れて化粧下地にもOK
スキンケアクリームだから、洗い流さなくてもOK！
24時間美白※1ケアでもっと白くてきれいなすっぴんに。
☆本品以外のメイク品や日やけ止めをご使用の場合は、

クレンジングや洗顔を行ってください。

美白※1しながら
肌をトーンUP※4

したい方に

もっと白くて

きれいな素肌に
見せたい方に

すっぴんでいるより肌に優しい

フィルター成分(皮膜材）（アルゲエキス※8、オウゴンエキス）がタバコの煙やPM2.5、花粉などの

外的ストレスから肌をガード！保湿成分（ヒアルロン酸※2、コラーゲン※３）が肌のうるおいを守ります。

NEW！

ノイバラ果実エキス
(エイジツエキス）

アロエベラ葉エキス
(アロエエキス(2））

チャ葉エキス
(チャエキス(1））

植物エキス(保湿成分）でしっかり保湿

※1 美白とはメラニン生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと ※２ ヒアルロン酸ナトリウム(2） ※３ 水溶性コラーゲン液（4） ※4 メイク効果による
※5 販売名：クラブ SP ホワイトニングパウダー ※6 販売名：クラブ SP ホワイトニングクリーム
※7 青色光：可視光線中の青い波長(パソコンやスマートフォンから放出される条件とは異なります） ※8 パウダー：海藻エキス(2) クリーム：海藻エキス(4）

※4

ビルベリー葉エキス

マシュマロウ抽出物
(アルテアエキス）

アーティチョーク
エキス

2020年
3月2日発売



＼クラブすっぴんシリーズから、理想のすっぴん肌を育てるスキンケア(選べる2タイプ！）新登場／

クラブ

500mL

大容量！
弱酸性

クリアトナー

容 量：500mL
価 格：770円（税込）

初回限定

コイン型
マスク付き！

ふきとりで、毛穴＋角質ケア

❤肌トーンUP！※1化粧水❤

HOW TO USE

商品名：クラブ すっぴんスキンローション
＜クリアトナー＞
＜ピュアグレープフルーツの香り＞

①すべすべつるんのすっぴん肌
フルーツクリアケア成分※2 配合。肌の不要な角質を
OFF！

②お肌の透明感UP！
ハトムギ種子エキス・アロエベラ葉エキス（保湿成分）が
お肌にうるおいを与え、みずみずしい透明感のある素肌に。

③３つのフリー処方

無配合

適量をコットンにとり、軽く肌をなでるようにして
お顔全体にお使いください。

ベタつき、
ザラつきが
気になる方に

※2

鉱物油 パラベン 着色料

※１ 古い角質ふきとりによる ※２ ビルベリー果実エキス・レモン果実エキス・オレンジ果実エキス(保湿成分） ※3 水を含む ※４ ラベンダー花エキス・ローズマリー葉エキス (保湿成分）

ナチュラル

容 量：500mL
価 格：770円（税込）

初回限定

大きなコットン
付き！

天然由来成分で、やさしくうるおう

❤肌あれ防止 化粧水❤

①こだわりのナチュラル成分
化粧水の約92％※3が天然由来。

②お肌のうるおい感UP！
ボタニカルハーブ※4 、ヒアルロン酸（保湿成分）配合。
肌あれ、乾燥を防ぎみずみずしいうるおいのある素肌に。

③５つのフリー処方

無配合

商品名：クラブ すっぴんスキンローション
＜ナチュラル＞
＜無香料＞

パラベン

着色料

適量を手のひら、またはコットンにとり、
お顔全体にやさしくなじませてください。

HOW TO USE

乾燥、肌あれが
気になる方に

アルコール

香料

鉱物油

※3

※4

2020年
2月18日発売



＼クラブすっぴんシリーズから、選べる5色の唇用美容液2タイプが登場／

クラブ グロス
タイプ

クリアタイプ カラータイプ

HOW TO USE

価 格：550円(税込）

商品名：クラブ すっぴんリップエッセンス

❤縦じわカバー＆保湿ケア❤

ぷっくりとしたすっぴんLIPに
ひと塗りで唇にナチュラルなツヤ感を与え、
赤ちゃんのようなぷっくりうるおったすっぴんLIPに。

唇のかさつき、
荒れが

気になる方に

チューブの口元を唇にあて、適量を塗布してください。
ご使用後はチューブの先端をティッシュペーパーなどできれいにふきとってから、しっかりとふたを閉めてください。

トリートメントケア成分※1

カラータイプの

1.5倍配合

塗りやすい
斜めカットチューブ

無香料

価 格：550円(税込）

商品名：クラブ すっぴんリップエッセンス

❤ほんのり発色で血色感UP！❤

血色感のあるすっぴんLIPに
ひと塗りでほんのりと発色。唇にナチュラルな
血色感を与え、かわいいすっぴんLIPに。

保湿しながら
唇の

血色感UP
したい方に

ブルべ向き
02 ピンク
03 ローズ シアバター

（保湿成分）
配合

02 ピンク 03 ローズ

0４ コーラル

塗りやすい
斜めカットチューブ

05 レッド

1品5役！ぷっくりかわいいすっぴんLipに

縦じわ
カバー

ボリューム感※2

UP

唇エステ
効果

血色感
ＵＰ

（カラータイプ
のみ）

美容液

01 クリア

※１ イソステアリン酸ソルビタン・パルチミン酸エチルヘキシル・トリベヘニン・パルミトイルトリペプチドー1     ※2 メイクアップ効果による

イエベ向き
04 コーラル
05 レッド

ベタつかない

トリートメントケア成分※1配合。
シアバター（保湿成分）も配合し、 唇のかさつき・あれを防いで、うるおった唇に整えます。

すっぴんでいるより唇に優しい

シアバター
（保湿成分）
配合

2020年
2月18日発売



＼クラブ すっぴんシリーズはこんな時に便利／

＜読者からのお問い合わせ先＞

株式会社クラブコスメチックス
フリーダイヤル：0120-16-0077
ホームページ
https://www.clubcosmetics.co.jp

＜掲載に関するお問い合わせ先＞

株式会社 DS プロモーション
TEL：03-6435-6048
FAX：03-6435-6059
Mail ：info@ds-p.net
〒105-0012 東京都港区芝大門1-3－5 芝大門スクエア4F

SGA公式サイト https://sga.themedia.jp/

リラックスして過ごしたい♪
おうち女子会や
ジムの帰りに

クラブ
すっぴんパウダー

容量：26g
価格：各1,760円（税込）

クラブ
すっぴんクリーム

ひと塗りで理想のすっぴんを叶えるクラブ すっぴんシリーズ。
シリーズ使いすることで、「２4時間いつだって、かわいいって言われたい」女の子のわがままを叶えます！

すっぴんでも
かわいく見せたい！

温泉旅行や
お泊りデートに

そのまま寝ても大丈夫☆
夜行バスや

長時間のフライトなどの
移動時に

クラブ すっぴん
ナチュラルクリアジェル

容量：100g
価格：1,430円（税込）

容量：30g
価格：各1,320円（税込）

クラブ すっぴん
ラッシュアップセラム

価格：1,320円（税込）

クラブ すっぴん
ケアネイル

価格：各1,320円（税込）

https://sga.themedia.jp/

