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ベストコスメ 40 部門以上受賞！※1
高機能スキンケア『カルテHD』のラインナップを強化

17

～オールインワン美容液・バーム・ハンドクリームを新発売～
コーセーマルホファーマ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高橋 英育）は、高機能スキン
ケア『カルテHD』から「モイスチュア ハンドクリーム」【医薬部外品】などの新商品（4 品目 4 品種、ノープリント
プライス）を 2021 年 9 月 16 日および 10 月 16 日※2 より、一部ドラッグストアおよび通信販売にて発売します。
※1 2020 年 9 月 16 日～2021 年 7 月 15 日現在。カルテＨＤシリーズ累計として。コーセーマルホファーマ調べ
※2 「モイスチュア ハンドクリーム」のみ 2021 年 10 月 16 日発売

『カルテ HD』は、株式会社コーセーが長年の化粧品づくりで培った製剤技術と、皮膚科学領域をリードす
るマルホ株式会社のもつ知見および保水有効成分「ヘパリン類似物質 HD※3」が掛け合わさったことで生まれ
た、医薬部外品の高機能スキンケアです。“肌あれしやすい乾燥肌も、使うたびうるおい向上”をコンセプトに、
繰り返す肌悩みに対して、毎日のスキンケアにおいて高い保湿効果と心地よい使用感を両立しています。
※3 ヘパリン類似物質

2020 年 9 月 16 日のデビュー直後から、その高い保湿効果と、日常使いしやすい使用感の良さが高い支
持を獲得、発売から僅か 3 カ月で 100 万個※4 の出荷を記録し、美容系メディアで累計 40 部門以上のベスト
コスメを受賞※1 するなど、短期間のうちに高機能スキンケアブランドとしての地位を確立しました。この度『カル
テ HD』から、より多様な乾燥悩みに対応する下記のアイテムを新発売します。
※4 2020 年 9 月 16 日～12 月 15 日。カルテＨＤシリーズ累計として。コーセーマルホファーマ調べ

（2021 年 9 月 16 日発売）
モイスチュア キー

オールインワンタイプの高保湿美容液。1 品で水分だけでなく油分も補うことで、
濃密なうるおいがハリとつやのある肌に導きます。

モイスチュア バーム

マスク擦れなどでニーズが高まっている、部分的な肌あれケアに対応した高保
湿バーム。密着してうるおいを閉じ込めながらもべたつかない使用感と、携帯に
便利なチューブ容器仕様で、日中、メイクの上から手軽にケアができます。

モイスチュア インストール

2020 年 9 月 16 日に発売し好評を博した「モイスチュア インストール」の気軽に
試せるミニサイズ版。過酷な環境でも長時間うるおいが続きます。

（2021 年 10 月 16 日発売）
モイスチュア ハンドクリーム

乾燥してかたくなりがちな手指を柔らかくほぐしながらしっかりと保湿します。
手洗いや消毒の頻度増加によってうるおいが失われやすい環境となっている事
も起因し、ハンドクリーム市場はコロナ禍でも拡大しています。

【参考】 手洗い・消毒による手あれに関するコーセー独自データ https://maison.kose.co.jp/article/g/gskincare-20201120/

全品に『カルテHD』共通成分の保水有効成分「ヘパリン類似物質HD※3」を配合。肌の水分を保持する“う
るおい構造※5”を整える働きで、乾燥を繰り返さない肌に導きます。同じく共通配合の肌あれ防止有効成分
「グリチルリチン酸ジカリウム」、キメの整ったなめらかな肌を叶える「うるおいバリアCPX※6」を配合。また、高い
浸透感でうるおいを届ける「うるおい浸透※7 カプセル」と、肌になじみながらうるおいをまもる「うるおいキープヴ
ェール」の 2 つの製剤技術で、肌の乾燥へ全方位からアプローチします。
※3 ヘパリン類似物質 ※5 角層ラメラ
※6 グリセリルグルコシド・セラミド類似ポリマー[グリセリル－N－（２－メタクリロイルオキシエチル）カルバメート・メタクリル酸ステアリル共重合
体]( 「モイスチュア キー」「モイスチュア バーム」はセラミド類似ポリマーではなく、セラミド［N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン］) ・３つのアミ
ノ酸［セリン・テアニン・アセチルヒドロキシプロリン］・スクワラン・濃グリセリン
※7 角層まで

アレルギーテスト済み・敏感肌の方の協力によるパッチテスト済み・スティンギング（皮膚刺激感）テスト済み
※8

、無香料、無着色、アルコールフリー※9、低刺激処方。様々な肌質、肌悩みを抱える方々が、毎日のスキン

ケアとして使用できます。
※8 すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません
※9 エチルアルコールフリー

『カルテ HD』は、多様な乾燥悩みに対応する今回のラインナップ強化により、高機能スキンケアとしての
存在感を高め、既存顧客へのロイヤルティ向上および新規顧客の獲得を目指します。

『カルテ』ブランドについて
コーセーとマルホがそれぞれ持つ技術や価値の融合により生まれた、新しいアプローチのスキンケアブラ
ンドです。『カルテ(Carté)』のブランド名は、「Á La Carte (アラカルト、一品料理)※10」に由来しており、お客さま
のお悩みに合わせたケアをしていくという狙いが込められています。
※10 フランス語で「好みに合わせて一品ずつ注文する料理」

『カルテHD』ラインについて
マルホが供給する、長年にわたり実績のある保水有効成分「ヘパリン類似物質HD※3」と、コーセーが化粧
品づくりで培った、使い易さや使い心地の良さを実現する製剤技術を融合。毎日のお手入れの中で、確かな
肌効果と、心地の良い使用感の両立を実現した医薬部外品ラインです。※3

ヘパリン類似物質

■カルテ ブランドサイト
https://carte-beauty.com
■カルテHD 第一弾商品 (2020.7.10 発行ニュースリリース)
https://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2020/11/2020110602.pdf
コーセーマルホファーマ株式会社について
株式会社コーセーとマルホ株式会社は、両社のそれぞれが持つ感性的価値と機能的価値を活かした、新
しいアプローチによる価値提供のプラットフォームとして、2019 年 7 月 31 日にコーセーマルホファーマ株式
会社を設立しました。お客さま一人ひとりの症状・悩みの違いや、日々変化する肌状態に合わせて、きめ細か
く対応できるトータルケアの提供を目的としています。
■マルホ株式会社との合弁会社設立に関するお知らせ （2019.7.31 発行 ニュースリリース）
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4922/tdnet/1736384/00.pdf

2021 年 9 月 16 日発売 『カルテ HD』 新商品(3 品目 3 品種)
※ノープリントプライス

①

②

③

①
商品名
①

特長
※5

容量

カルテHD

肌の保水に大切なうるおい構造

にアプローチ。過酷な環境で

モイスチュア キー

も長時間うるおい続く高保湿オールインワン美容液。

30 mL

〈オールインワン美容液〉
【医薬部外品】
(販売名：HDエッセンス)
②

カルテHD

肌の保水に大切なうるおい構造※5 にアプローチ。過酷な環境で

モイスチュア バーム

も長時間うるおい続く高保湿バーム。

15 g

〈バーム〉
【医薬部外品】
(販売名：HDバーム)
③

カルテHD

肌の保水に大切なうるおい構造※5 にアプローチ。過酷な環境で

モイスチュア インストール

も長時間うるおい続く高保湿オールインワンゲル。

〈オールインワンゲル〉

(2020 年 9 月 16 日発売のオールインワンゲルのミニサイズ）

20 g

【医薬部外品】
(販売名：HDゲル)

2021 年 10 月 16 日発売 『カルテ HD』 新商品(1 品目 1 品種)
※ノープリントプライス

商品名

特長

容量

カルテHD

手肌の保水に大切なうるおい構造※5 にアプローチ。過酷な環境

50 g

モイスチュア ハンドクリーム

でも長時間うるおい続く高保湿ハンドクリーム。

〈ハンドクリーム〉【医薬部外品】
(販売名：HDハンドクリーム)

【全商品共通】
保水有効成分「ヘパリン類似物質HD※3」配合
肌あれ防止有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」配合
アレルギーテスト済み・敏感肌の方の協力によるパッチテスト済み・スティンギング（皮膚刺激感）テスト済み ※8、
無香料、無着色、アルコールフリー※9、低刺激処方
※3 ヘパリン類似物質 ※5 角層ラメラ
※8 すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません
※9 エチルアルコールフリー

※お客さまからのお問い合わせは、
コーセーマルホファーマ株式会社 お客様相談窓口

0120-008-873 でお受けしています。

