
 

 

 

 

 

 

 

「SENKA」の売上 No.1※1クリーム洗顔料 

「洗顔専科 パーフェクトホイップ」シリーズがリニューアル 

～2021年 3月下旬「洗顔専科 パーフェクトホイップ アクネケア」も発売～ 

 

資生堂のリーズナブルで高機能なスキンケアブランド「SENKA」は、ブランド誕生以来初めて、クリーム洗顔料 

売上 No.1※1を達成した「洗顔専科 パーフェクトホイップ」シリーズを 2021年 1月下旬にリニューアルします。ま

た、マスク着用による肌悩み増加に対して、大人のニキビも肌あれも予防できる薬用洗顔料 「洗顔専科 パー

フェクトホイップ アクネケア」（医薬部外品） 【全 1品目 1 品種 オープン価格】を 2021年 3月下旬に発売しま

す。 

※1 インテージ SRI＋データ セルフクリーム洗顔市場(ダブルウォッシュ・クレンジング除く)  2020 年 1 月～2020 年 12 月 金額シェアブランドラ

ンキング「SENKA」 

 

 

【商品一覧】                                                     全 7品目 7品種 

商品名 分類 容量 品種 価格 

洗顔専科 パーフェクトホイップ アクネケア 

洗顔フォーム 

120g 1種 

オープン 

価格 

洗顔専科 パーフェクトホイップ u 

【外装強化】 
120g 1種 

洗顔専科 パーフェクトホイップ u CVS（コンビニエンスストア限定品） 

【外装強化】 
40g 1種 

洗顔専科 パーフェクトホイップ コラーゲン in 

【外装強化】 
120g 1種 

洗顔専科 パーフェクト ホワイトクレイ 

【外装強化】 
120g 1種 

洗顔専科 スピーディーパーフェクトホイップ モイストタッチ 

【外装強化】 
泡状洗顔料 

150mL 1種 

洗顔専科 スピーディーパーフェクトホイップ モイストタッチ つめかえ用 

【外装強化】 
130mL 1種 
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【SENKA 「洗顔専科 パーフェクトホイップ」シリーズ】 

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。  

           

 



 

 

 

「SENKA」ブランドについて 

SENKAブランド誕生以来、初の「クリーム洗顔市場 売上 No.1※1」を達成 

「SENKA」は、日本とアジア※2で展開するリーズナブルで高機能なスキンケアブランドです。SENKAの「洗顔

専科 パーフェクトホイップ」シリーズは、「ミクロ濃密泡が毛穴の奥まで入り込み洗い上げる」洗浄力で「肌のく

すみ原因※3を取り除いたワントーン明るいまっさらすっぴん」に仕上げる洗顔料シリーズです。肌悩みに応える

ラインナップを有する「洗顔専科 パーフェクトホイップ」シリーズ全体では、2003年のブランド誕生以来初めて、

クリーム洗顔市場で売上 No.1※1を達成。また、アイテム単品では、ロングセラーである青色の「洗顔専科 パー

フェクトホイップ u」が 12年連続売上 No.1※4を獲得しています。 

また、新しい生活様式のもと、マスク着用による肌悩みが増えたことで、洗浄力に加えて肌悩みに応じた機能

をもつ洗顔料を選びたいという意識が高まっています※5。「マスクで気になり始めた毛穴汚れ・黒ずみを洗い落

としたい」というニーズに対し、ホワイトクレイ（洗浄成分）配合で毛穴の奥の汚れまで吸着する「洗顔専科 パー

フェクト ホワイトクレイ」は売上金額前年比 125％※6と伸長。「マスクがこすれて肌がカサつくため洗顔料はしっ

とりとした洗い上がりがいい」というニーズに対し、より洗い上がりの肌に潤いを感じる「洗顔専科 パーフェクト

ホイップ コラーゲン in」は前年比 107％※6と伸長しました。 

SENKA はこれからも「ワントーン明るいまっさらすっぴん」を追求した商品開発で、お客さまのニーズに応えて

いきます。 

※1 インテージ SRI＋データ セルフクリーム洗顔市場(ダブルウォッシュ・クレンジング除く)  2020 年 1 月～2020 年 12 月 金額シェアブランドラ

ンキング「SENKA」 

※2 中国、香港、韓国、台湾、タイ、インドネシア、ベトナム、シンガポール、マレーシアの 9つの国と地域 

※3 肌に蓄積する汚れなど 

※4 インテージ SRI＋データ セルフ洗顔市場(ダブルウォッシュ・クレンジング除く) 2009年 1月～2020年 12月 金額シェア アイテムラン 

キング 12年連続 No.1「センカ パーフェクトホイップ 120g」 

※5 資生堂調べ 2020年 8月 20～49歳女性 N=1,200(各年代 400人ずつ) 

※6 インテージ SRI＋データ セルフクリーム洗顔市場(ダブルウォッシュ・クレンジング除く)  2020年 1月～2020年 12月 累計販売金額前年比 

 

新「アクネケア」の発売背景・商品特長  

新しい生活様式で洗顔の重要性が改めて認識されています。毎日のマスク着用によって悩みが大きくなった

肌トラブルは 1位「吹き出物やニキビ」（29.1％）、2位「フェイスラインの肌あれ」（14.3％）です。さらに、顔全体に

ポツポツできるニキビより、頬や口周り、アゴなどにぽつんとできる「大人のニキビ」を気にしていることがわかり

ました※5。そこで SENKAは、大人のニキビ・肌あれによる“アクネケア”ニーズに着目し、有効成分が肌に届い

て「大人のニキビ」 を防ぎながら、肌に蓄積する汚れなどのくすみ原因まで洗い流す「洗顔専科 パーフェクトホ

イップ アクネケア」(医薬部外品)を発売します。 

また、「洗顔専科 パーフェクトホイップ」シリーズのパッケージデザインも一新。洗顔機能の特長を端的に表現

することでより選びやすくなりました。 

※5 資生堂調べ 2020年 8月 20～49歳女性 N=1,200(各年代 400人ずつ) 

 

  



 

 

 

【商品概要】 

    商品名・容量・価格 商品特長  

洗顔専科 

パーフェクトホイップ アクネケア 

(医薬部外品)  

＜洗顔フォーム＞120ｇ 

オープン価格 
○ニキビ・肌あれ予防の W有効成分を配合※7 

○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用 

○天然由来シルクエッセンス※8・W ヒアルロン酸※9配合 

○清潔感あふれるハーバルフローラルの香り 

○アレルギーテスト済（全てのかたがアレルギーにならないというわけではあ

りません。） 

○ノンコメドジェニックテスト済・ニキビのもとになりにくい処方 

（全てのかたがニキビにならないというわけではありません。） 

 

※7 有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合 

※8 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿） 

※9 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿） 

 

ニキビ・肌あれ予防の有効成分を配合※7 

ミクロ濃密泡でやさしく汚れを落とす 

ワントーン明るいまっさらすっぴんへ 

洗顔専科 

パーフェクトホイップ u 

＜洗顔フォーム＞120g 

オープン価格 

【外装強化】 

 

洗顔専科 

パーフェクトホイップ u CVS 

＜洗顔フォーム＞40ｇ 

オープン価格 

（コンビニエンスストア限定品） 

【外装強化】 

 

○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用 

○天然由来シルクエッセンス※8・W ヒアルロン酸※9配合 

○やさしく香るみずみずしいフローラルの香り 

 

※1 インテージ SRI＋データ セルフ洗顔市場(ダブルウォッシュ・クレンジング除く) 2009年 1月～

2020年 12月 金額シェア アイテムランキング 12年連続 No.1「洗顔専科パーフェクトホイップ 120g」 

※8 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿） 

※9 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿） 

 

 

 

水分保持力の高い弾力のある泡がクッションとなり、肌をきずつけることな 

く大切なうるおいを守りながら洗い上げます。また、きめの細かいマイクロリッ

チな泡が、毛穴や皮溝の奥の汚れまでしっかりと洗い落とします 

 

 

12年連続売上 No.1※1 

ミクロ濃密泡で肌を包み込んでやさしく洗顔 

なめらかでしっとりした、ワントーン明るいまっさらすっぴん 

ミクロ濃密泡の特長 



 

 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

洗顔専科 

パーフェクトホイップ コラーゲン in 

＜洗顔フォーム＞120g 

オープン価格 

【外装強化】 
 

○美容液 60％配合 

○天然由来シルクエッセンス※8・W ヒアルロン酸※9・コラーゲン GL※10 配合 

○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用 

○やさしく香る華やかなフローラルの香り 

 

※8 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿） 

※9 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿） 

※10 水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿） 

美容液をたっぷり配合のミクロ濃密泡 

うるおいを守りながら洗い 

ワントーン明るいまっさらすっぴん 

洗顔専科 

パーフェクト ホワイトクレイ 

＜洗顔フォーム＞120ｇ 

オープン価格 

【外装強化】 

 

 

〇天然のミネラルを豊富に含んだ泥で、肌をおだやかに浄化し、肌の 

生まれ変わりをサポート 

○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用 

○天然由来シルクエッセンス※8・W ヒアルロン酸※9配合 

○やさしく香る華やかなフローラルの香り 

 

※8 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿） 

※9 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿） 

 

ホワイトクレイ配合のミクロ濃密泡 

古い角質・毛穴の奥深くの汚れをからめとる 

ワントーン明るいまっさらすっぴん 

 

 

  



 

 

 

    商品名・容量・価格 商品特長  

洗顔専科 

スピーディーパーフェクトホイップ 

モイストタッチ 

＜泡状洗顔料＞150mL 

オープン価格 

【外装強化】 

 

洗顔専科  

スピーディーパーフェクトホイップ 

モイストタッチ つめかえ用  

＜泡状洗顔料＞130mL 

オープン価格 

【外装強化】 

 

○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用 

○天然由来シルクエッセンス※8・W ヒアルロン酸※9配合 

○やさしく香るみずみずしいフローラルの香り 

 

※8 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿） 

※9 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿） 

 

 

つっぱらない、泡切れ抜群のミクロ濃密泡 

押すだけ簡単、ワントーン明るい肌まっさらすっぴん 

ＳＥＮＫＡ 公式サイト https://www.hada-senka.com/ 

（「洗顔専科 パーフェクトホイップ アクネケア」に関する詳細情報は３月下旬に掲載予定） 

https://www.hada-senka.com/
https://www.hada-senka.com/

