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愛され続ける透明美容液の魅力を徹底解剖!

“透明感×潤い ダブルの輝き” 「キールズ 透明美容液」
バーチャルラボが 6 月 11 日(金)オープン
愛用者であるりゅうちぇるさん登場のスペシャル LIVE も開催決定

1851 年、ニューヨークのイーストヴィレッジの一角に、一軒の小さなアポセカリー*1 として誕生したスキンケ
アブランドのキールズ。科学・ハーブの知識を基に開発され、皮膚科学のエキスパートの協力を得た「DS ライ
ン」より、2011 年の誕生以来 1 度もフォーミュラを変える事なくお客様に愛され続けてきたキールズ No.1*2 医
薬部外品の透明美容液「キールズ DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス(以下、キールズ 透明
美容液)」は、今年で 10 周年を迎えました。10 周年を記念し、お客様に愛され続ける透明美容液の魅力を大解
剖するバーチャルラボを 6 月 11 日(金)よりオープンいたします。
URL:https://www.kiehls.jp/product/brighteningtreatment_10th/?utm_campaign=ccdsho&utm_medium=handout&utm_source=ccdsho

さらに 6 月 15 日(火)20 時より、キールズ 透明美容液の愛用者であるタレントのりゅうちぇるさんと一緒に、
6 月ならではの悩みをテーマにした LIVE 配信を行います。
*1

欧米などの調剤薬局

*2

2020 年 1 月～12 月 キールズ ジャパンの販売金額に基づく

■愛され続けるキールズ透明美容液の人気の秘密を大解剖するバーチャルラボ
10 年間、多くのお客様に愛され続けているキールズ 透明美容液。その魅力をあらゆる角度から大解剖するバー
チャルラボを開設。その名のとおり、まるでラボのような空間がオンライン上に登場し、
「透明感×潤い ダブル
の輝き」を肌に与えるメカニズムや、ここでしか知る事が出来ない、透明美容液のここがスゴイ！を研究員が直
伝。さらに、ゲームにチャレンジしゲット出来るプロモーションコードを使用した方の中から抽選でキールズ透
明美容液が 1 年分当たる、ダブルの輝きにチャレンジ！ゲームなどの 4 つのコンテンツをご用意。透明美容液
の魅力を紐解きながら、まるで自分が研究員になったかのようなバーチャルラボの空間をお楽しみ下さい。
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バーチャルラボ コンテンツ

＜人気の秘密を大解剖！＞
「透明感×潤い ダブルの輝き」を肌に与えるキールズ 透明美容液の概要や、配合されている成分などの魅力を、
写真や動画を交えてご紹介。

＜研修員による透明美容液のここがスゴイ！＞
研究員による製品のここがスゴイ！ポイントや皮膚科学の観点から見た愛され続ける理由を、バーチャルラボの
みで限定公開します。

＜ゲームにチャレンジ＞
制限時間中にシミの元を狙い撃ちし、ダブルの輝き肌を目指すゲームコンテンツをご用意。ゲームにチャレンジ
しゲット出来るプロモーションコードを使用した方の中から抽選でキールズ 透明美容液 1 年分が当たるチャン
スも！

＜今だけの限定セット＞
6 月 11 日(金)から発売する限定キット、お得な定期便をご紹介するページです。

りゅうちぇるさんとお届けする、スペシャル LIVE！
■愛用者のりゅうちぇるさん登場！「肌も心もずっと輝く！梅雨の中でのマスク生活を、透明美容液と乗り越
えて！」をテーマに、限定特典もご用意！
全国的にも梅雨真っただ中、湿度が高く蒸し暑い季節のマスク着用で肌はとても過酷な環境下にさらされ、透
明感や潤いを失いやすくなり、肌も心もくすみがち。そんな季節でも肌も心もずっと輝く為に、日頃から最先
端の美容情報を発信し、透明美容液の愛用者でもある、りゅうちぇるさんと一緒にキールズ透明美容液の定期
お届け便をご紹介します。さらに、ライブを視聴いただいた方のみ入手可能な豪華特典や、お得なプロモーシ
ョンも発表予定！透明感×潤い、ダブルの輝きをかなえるスキンケアで、蒸し暑い季節のマスク生活を乗り越
えましょう。

■スペシャル LIVE概要
【開催日時】

2021年6月15日(火)20時～

【出演者】

MC：福井仁美 さん
スキンケアエキスパート：池田 KCR*³
スペシャルゲスト：りゅうちぇる さん

【URL】

https://www.kiehls.jp/product/clearly-corrective-subscription/
6月15日(火) 20時から配信スタート

【テーマ】

梅雨とマスク生活の肌悩みや、隠れシミについて
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＜出演者プロフィール＞
スペシャルゲスト：りゅうちぇるさん
タレント、アーティスト。1995 年生まれ、沖縄県出身。
個性的なファッションと強烈なキャラクターで注目を集め、多数のバラエティ番組に
出演。2018 年には RYUCHELL 名義で歌手デビューを果たしほか、NHK「高校講座」
では「家庭総合」の MC に抜擢される。一児の父となった現在は、育児やダイバーシ
ティに関する発信が注目を集めている。

MC：福井仁美さん
1986年愛知県生まれ。 TBS「王様のブランチ」リポーターを経て、現在はイベント
や番組 MC、モデルとして活躍。美容にも精通しており美容サロンを数店舗経営して
いる。趣味は旅行（今まで行った国は50ヵ国以上）とサウナ。

スキンケアエキスパート：池田 KCR*3
昔からマリンスポーツが好きで日焼け肌だったが、製品を継続して使用することで、
ダメージを受け続けた肌とは思えないヘルシースキンになった池田 KCR*³。
*3

キールズ カスタマー リプレゼンタティブ（＝キールズ顧客担当）

キールズ透明美容液が愛される 3 つの効果
1.透明感×潤い
アクティブビタミン C*4 の美白*⁵有効成分が、メラニンの生成を抑え、シミ・くすみの元を狙い撃ち。皮膚科学
研究の末厳選された成分がしっとりと潤い、透明感のある肌へ導きます。
2.ヘルシー透明肌の 5 つの KEY へアプローチ
透明感、潤いバリア、発光するツヤ、小じわ、シミ・くすみへ幅広くアプローチ。
今もこれからも輝くヘルシー透明肌へ導きます。
3.マスク生活にも
マスクや紫外線などの外的環境にさらされた一人ひとりの肌をヘルシー透明肌へ導きます。
敏感になりがちな肌にもお使いいただけます。
*4

美白有効成分（3-O-エチルアスコルビン酸）

*5

※すべての方に肌トラブルが起こらないわけではありません。

美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

■製品情報
製品名：キールズ DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス [医薬部外品]
種類別名称：美容液
容量：30mL/50mL/100mL
価格：7,920 円（税込）/11,000 円（税込）/19,800 円（税込）
使用方法：化粧水で肌を整えた後、適量（1 スポイト）を肌になじませます。
※アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起こらないわけではありません）
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■満足度 97%！使い終わる頃に自動でお届けする定期お届け便
キールズ透明美容液を使い続けていただくことで効果を実感していただきやすく、毎回豪華なプレゼントがつい
てくる大人気の選べる定期お届け便。透明感×潤い、ダブルの輝きを目指すキールズ DS シリーズをフルライン
で体感いただけます。初回はキールズ公式オンラインストアから 365 日いつでも注文可能、2 回目以降は 2 ヶ月
に 1 回使い終わるころに自動で届くため、気軽にストアへ行けない方も、毎日のお手入れ習慣でヘルシー透明肌
を実感していただけます。

キールズ透明美容液 定期お届け便（全 5 回）
価格：11,000 円（税込）×5 回

合計

55,000 円（税込）

内容： ［キールズ］
DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス[医薬部外品] 50mL
DS クリアリーホワイト トリートメント トナー 200mL ※5 回目の配送のみ
［サンプル］
DS クリアリーホワイト マスク アドバンスト[医薬部外品] 28mL×1 シート
［ミニサンプル］
DS クリアリーホワイト エクスフォリエーティング クレンザー 30mL
DS クリアリーホワイト トリートメント トナー[医薬部外品] 40mL
クリーム UFC 7mL

キールズ透明美容液 定期お届け便（全 3 回）
価格：11,000 円（税込）×3 回 合計 33,000 円（税込）
内容：
［キールズ］
DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス[医薬部外品] 50mL
［サンプル］
DS クリアリーホワイト マスク アドバンスト[医薬部外品] 28mL×1 シート
［ミニサンプル］
クリーム UFC 7mL
DS クリアリーホワイト トリートメント トナー[医薬部外品] 40mL

Press Release
2021 年 6 月吉日

■バーチャルラボ オープン記念！限定キット発売概要
●キールズ 透明美容液スターターキット
発売日：2021年6月11日（金）オンラインストア限定
価格：8,250円（税込）
内容：［キールズ］
DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス[医薬部外品] 30mL
［ミニサンプル］
クリーム UFC 7g
DS ライン ミルクピール トナー 4mL
DS クリアリーホワイト エクスフォリエーティング クレンザー ３ｍL

●キールズ 透明感×潤いケア セット
発売日：2021年6月11日（金）オンラインストア先行発売、 6月25日（金）店舗発売
価格：12,320円（税込）～
内容：［キールズ］
DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス [医薬部外品]30mL or
50mLor100mL(店頭のみ100mL選択可能)
クリーム UFC 49g or 123g
［ミニサンプル］
DS クリアリーホワイト エクスフォリエーティング クレンザー 30mL
DS クリアリーホワイト トリートメント トナー[医薬部外品] 40mL
DS UV ディフェンス アドバンスト 7g×2 枚

●キールズ 透明美容液 選べるトナーセット
発売日：2021年6月25日（金）店舗限定発売
価格：12,320円（税込）～
内容：［キールズ］
DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス[医薬部外品] 30mL or 50mLor
100mL
下記のいずれか1本
DS クリアリーホワイト トリートメント トナー[医薬部外品] 200mL
ハーバル トナー CL アルコールフリー 250mL or 500mL
［ミニサンプル］
DS クリアリーホワイト エクスフォリエーティング クレンザー 30mL
クリーム UFC 7g
DS UVディフェンス アドバンスト 7g×2枚
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■キールズについて
キールズは、1851 年、ニューヨークのイーストヴィレッジの一角に、一軒の小さなアポセカリー*1 として創業しました。お
客様一人ひとりの異なる悩みにきめ細かく対応し、いつも親身に相談できる大切な存在として、街の人々から深く愛されて
きました。創業当初より、ブランドの DNA であるアポセカリー*1 を構成する、
「Nature」
「Science」
「Service」という 3 つ
の信念を軸に、品質にこだわったスキンケア製品を提供し、全ての人のヘルシースキンをサポートし続けます。
そして、ヘルシースキンでいることを通じて、全ての人がありのままの自分でいることをハッピーに楽しめることを応援し
ています。また、キールズは、コミュニティや地域社会を大切にし、一緒に歩んでいきたいと考えています。創業者である
アーロン・モースが提唱してきた「地域社会への還元」
。サステナビリティ活動のキールズオリジナルプログラム、”FUTURE
MADE BETTER フューチャーメイドベター“ を始めとする、“より良い未来”のための社会活動を行っています。

■キールズ公式SNS
Instagram：@kiehlsjp
Twitter：@kiehlsjp

