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ク リ ア＿プ ロ

「ソフティモ clear _ pro」新商品発売記念！
ご満足いただけなければ“全額返金※1 キャンペーン”
を 3 月 22 日より実施！
コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、クレンジングブラ
ンド『ソフティモ』の高機能シリーズ「clear_pro」から「クレンジングバーム ディープクリア」（１品目１品種、ノー
プリントプライス）が発売されること※2 を機に、「ソフティモ クリアプロ」全 4 商品※3 をご使用いただき、ご満足
いただけなかったら、商品代金を全額返金※1 するキャンペーンを 3 月 22 日より実施します。
※1 応募は同一住所に対して１回限り、商品 1 点まで ※2 2021 年 2 月 10 日発行 ニュースリリース
https://www.kosecosmeport.co.jp/corporate/source/210210_release.pdf ※3 お試しミニサイズは除く

「ソフティモ クリアプロ」は、20 年以上クレンジングを研究してきたソフティモの高機能スキンケアシリーズと
して、大人の 3 大肌悩み※4「毛穴」「ハリ感」「透明感」が気になるかたに向けて誕生しました。
本キャンペーンは、「ソフティモ クリアプロ」全 4 商品※3 の中からいずれかの商品をご購入のうえご使用い
ただき、もしもご満足いただけなかった場合、ご購入いただいた際のレシートと対象商品と引き換えに購入代
金を返金させていただくキャンペーンです。
※4 クレンジングユーザーの肌悩み調査 当社調べ。

■ クリアプロ“全額返金※1 キャンペーン” 概要

①

対象期間

レシート有効期間：2021 年 3 月 22 日（月） ～ 2021 年 4 月 30 日（金）
応募受付期間

：2021 年 3 月 22 日（月） ～ 2021 年 5 月 14 日（金）当日必着有効

② 対象商品
「ソフティモ クリアプロ」全 4 商品※3

〈 順に、商品名、容量、特長 〉
①ソフティモ クリアプロ クレンジングバーム ディープクリア (90g)
保湿成分 88％配合※5 のクレンジングバームです。メイクを落としながら「角栓クリア技術」により毛穴の黒ずみ
の原因となる角栓まで除去。アイメイクもすっきり落としつるつるなめらかな肌に洗い上げます。
●1 品 7 役オールインワン
●5 種のオーガニック植物抽出オイル配合
●15 種の植物オイル配合
●角栓クリア※6 成分配合
②ソフティモ クリアプロ クレンジングバーム (90g)
保湿成分 88％配合※5 のクレンジングバームです。「ソフトマトリクス技術」により、濃密なバームがくずれてとろ
け、ゴワつきの原因※7 まで除去、しっとりしたハリ感のある肌にみちびきます。
●1 品 7 役オールインワン
●5 種のオーガニック植物抽出オイル配合
●15 種の植物オイル配合
●レチノール誘導体※8 配合（製品の抗酸化）
③ソフティモ クリアプロ クレンジングバーム ホワイト (90g)
保湿成分 88％配合※5 のクレンジングバームです。「ソフトマトリクス技術」により、ホワイトバームがとろけて、く
すみの原因※7 まで除去、すっきり透明感のある肌にみちびきます。
●１品７役オールインワン
●5 種のオーガニック植物抽出オイル配合
●15 種の植物オイル配合
●ビタミンＣ誘導体※9 配合（製品の抗酸化）

④ソフティモ クリアプロ 酵素クレンジングオイル (180mL)
保湿成分 65％配合※5 のクレンジングオイルです。「毛穴すっきり酵素分解技術」により、毛穴につまった角栓
を落としやすくし、蓄積汚れ※7 まで分解します。毛穴の気にならないつるすべ肌にみちびきます。
●プロテアーゼ配合(タンパク質分解酵素)
●無着色、シリコーンフリー、濡れた手 OK、毛穴洗浄
アルコール（エチルアルコール）フリー、防腐剤（パラベン）フリー、ダブル洗顔不要、まつげエクステンション
OK、
※5 保湿・エモリエント成分 ※6 ミリスチン酸イソプロピル ※7 古い角質など ※8 テトラデキシルデカン酸アスコルビル ※9 パルミチン
酸レチノール

③

応募方法

【店頭で購入された方】
(1)店頭に設置されている専用の応募用紙をご準備 ください。
専用の応募用紙は 3 月 22 日より https://www.kose-clearpro.com/henkincp/からもダウンロードできます。
(2)ご購入いただいたレシートの現本を専用の応募用紙に貼付。
(3）専用応募用紙に必要事項を記入(アンケート 3 問、郵便番号、住所、名前(フリガナ)、年齢、性別(任意記
載)、電話番号、購入店名、購入金額(税込))。
(4) 対象商品本品を同梱の上、ヤマト運輸株式会社の「宅急便」にて着払いでご応募ください。
ご応募の際は、必ずレシート原本を同梱ください。なお、以下の場合は無効となります。
・レシートがない場合
・レシートのコピーが同梱されている場合
・レシートに購入日・購入商品・購入金額・購入店名の記載がない場合や印字が消えて確認できない場合
・レシートではなく領収書が同梱されている場合

【Maison KOSÉ のオンラインサイトおよびインターネットで購入された方】
(1)専用の応募用紙をご準備ください。
専用の応募用紙は 3 月 22 日より https://www.kose-clearpro.com/henkincp/よりダウンロードできます。
(2) ご購入された WEB サイト発行の領収書・納品書など、（購入日、購入商品名、購入金額、購入店名）の記
載があるものを同梱してください。
(3）専用応募用紙に必要事項を記入(アンケート 3 問、郵便番号、住所、名前(フリガナ)、年齢、性別(任意記
載)、電話番号、購入店名、購入金額(税込))。
(4) 対象商品本品を同梱の上、ヤマト運輸株式会社の「宅急便」にて着払いでご応募ください。
(注意事項)
・ご購入の翌日から 14 日以内にご送付ください。
・応募は 1 住所あたり 1 回限り、商品 1 点まで。返品上限金額は 3,000 円(税込)です。

④

応募先

〒115-0043 東京都北区神谷 3-8-1 2F
「ソフティモ クリアプロ 全額返金※1 キャンペーン」事務局宛

⑤

返金方法

応募内容を確認の上、定額小為替にてご購入金額(100 円未満は切り上げ)を返金致します。応募受付後、
最大 3 ヶ月以内に郵送でお届け致しますが、やむ得ない事情によりお届けが遅れる場合がありますので、予
めご了承ください。

⑥

お問い合わせ先

本キャンペーンに関するお問い合わせ
「ソフティモ クリアプロ 全額返金※1 キャンペーン」事務局
TEL

:0120-407-921

受付期間：2021 年 3 月 22 日(月) ～ 2021 年 6 月 30 日(水)
受付時間：9:00 ～ 17:00(土・日・祝日を除く)

■『ソフティモ』について
『ソフティモ』は 1995 年に誕生し、メイクや肌の汚れを残すことなくしっかり落とすことを追求し、配合成分や
肌に負担をかけないやさしい使い心地にこだわってきました。機能性の高さやお求めやすい価格帯、豊富な
ラインナップでクレンジング売上個数 No.1※10 を獲得するなど幅広いお客さまにご愛用いただいています。
高機能シリーズ「クリアプロ」を強化しブランドの新たな価値を提供するとともに、新たなお客さまとの接点拡大
を目指します。
※10 インテージ SRI クレンジング（セルフ・薬系）市場 2019 年４月～2020 年３月の累計販売個数実績（ソフティモブランド計）

◇ソフティモ クリアプロ ブランドサイト

https://kose-clearpro.com/

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。
コーセーコスメポート株式会社 宣伝部 メールアドレス ad@kosecosmeport.co.jp

