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2018 年 5 月 10 日 

株式会社ディーエイチシー 
                   

株式会社ディーエイチシー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼CEO：𠮷田 嘉明、以下：DHC）は、2018年 5

月 10 日（木）より、DHC の人気商品である「DHC 薬用ディープクレンジングオイル」「DHC マイルド フォーミン

グ ウォッシュ」「DHC 薬用リップクリーム」「DHC UV ハンドクリーム」にて、初のスヌーピーデザインを数量限定

発売致します。 

スヌーピーは、1950年アメリカのコミックに登場するビーグル犬として誕生。グッズやコミックを通して、その魅力

が日本でも広まり、1970 年代に人気が爆発し、2018 年には日本上陸 50 周年を迎えました。今もなお、ポップカルチ

ャーのアイコンとして世界中、老若男女問わず愛されています。 

今回DHC初のスヌーピーコラボデザインでは、毎日楽しくお使いいただけるように、スヌーピーのキュートで愛らし

いスペシャルなアートを施しております。 

※画像使用時には上記著作権表記を記載して頂きますようお願い申し上げます。 

■リリースに関するお問い合わせ先■ 

株式会社ディーエイチシー  〒106-8571 東京都港区南麻布 2-7-1 

TEL：0120-333-906  24 時間受付 年中無休（年末年始をのぞく） 

 

商 品 名 DHC ディークレ (M)＆マイルドウォッシュセット [スヌーピー ] 

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー  ブルー］  

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー  ベージュ］  

DHC UV ハンドクリーム [スヌーピー ]  

発 売 日 2018 年 5 月 10 日（木） ※数量限定・在庫がなくなり次第終了 

「DHC 薬用ディープクレンジングオイル」「DHC マイルド フォーミング ウォッシュ」 

「DHC 薬用リップクリーム」「DHC UV ハンドクリーム」スヌーピー限定デザイン初売 

～DHC初の“スヌーピー”デザイン～ 

                       

DHCディークレ(M)＆マイルドウォッシュセット[スヌーピー] 
DHC UV ハンドクリーム[スヌーピー] 

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー ブルー］ 左 

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー ベージュ］ 右 

2018年 5月 10日（木）より数量限定で発売開始 

～ 

【 商 品 概 要 】 



商品概要 

商 品 名 DHC ディークレ (M)＆マイルドウォッシュセット [スヌーピー ]  

 

 

 

 

 

容量／価格 
DHC 薬用ディープクレンジングオイル[スヌーピー]（M）120mL×1 

DHC マイルド フォーミング ウォッシュ[スヌーピー] 100g×1 

／価格￥2,200（税込￥2,376） 

販 路 
通信販売、DHC 直営店、バラエティショップ ※数量限定 

（バラエティショップのみ、2018 年 5 月 7 日（月）より出荷予定。取扱いの無い店舗もご

ざいます。） 

 

 

特 長 

DHC No.1 ロングセラー「オリーブすべすべシリーズ」のクレンジング

オイルと洗顔フォームの限定セットです。 

「HAPPY DANCE」をテーマに、各キャラクターが楽しくダンスを踊り、

音楽を奏でているデザインといたしました。洗顔タイムが楽しくなるよ

うなデザインです。 

【DHC 薬用ディープクレンジングオイル】 

受賞歴多数！累計販売個数 7,100万個※1突破の薬用クレンジングオイ

ル。「圧倒的なクレンジング力」「すべすべの洗い上がり」「うるおい」を

同時に実現したメーク落としです。 

まつ毛エクステの接着剤（グルー）を溶かさないため、まつ毛エクステ

使用中もお使いいただけます。 

無香料・無着色・パラベンフリー・天然成分配合・鉱物油不使用・石油系界面活性剤不使用 

容量・処方は通常デザインの商品と同じです。 

※1 1995 年 12 月～2014 年 10 月末までの総販売数 

【DHC マイルド フォーミング ウォッシュ】 

発売から 32 年間愛され続け、累計販売個数 4,300 万個※2 を突破した

DHC を代表する洗顔石けん「マイルドソープ」の高い洗浄力とうるおい

を守る力を受け継いだクリームタイプの洗顔料。豊かな泡立ちでキメ細

やかな泡がすばやく作れ、肌の汚れや余分な皮脂、古い角質をやさしく

包み込みます。すみずみまでクリーンに洗い上げ、泡切れはスピーディ

です。 

無香料・無着色・パラベンフリー 天然成分配合 

容量・処方は通常デザインの商品と同じです。 

※2 1993 年 2 月～2014 年 10 月末までの総販売数 

 

商 品 名 DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー  ブルー］  写真左  

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー ベージュ］ 写真右  
 

 

 

 

容量／価格 各 1.5g／価格 各￥700（税込各￥756） 

販 路 通信販売、DHC 直営店 ※数量限定 

 

 

特 長 

大人気 DHC 薬用リップクリームに、愛らしいスヌーピーをメインに施

し、優しい世界観をイメージしたデザインといたしました。多くの方に

愛され、毎日お使いいただきたくなるようなデザインとなっております。 

【DHC 薬用リップクリーム】 

売上総数 5,181 万本※3 突破！ 

保湿力に優れたオリーブバージンオイルを配合。さらにアロエエキスな

どの植物成分もプラスしました。 

皮脂分泌がなく、ごく薄い粘膜だけで覆われているデリケートな唇を乾

燥などから守りながら、じっくりトリートメント。 

リップケアもスキンケアの一つとしてとらえる、DHC のこだわりが活き

たリップクリームです。 

無香料・無着色・パラベンフリー 天然成分配合 
容量・処方は通常デザインの商品と同じです。 
※3 1999年 2月～2016年 6月末日までの総販売本数（コラボ商品含む） 

 



 

 

商 品 名 
DHC UV ハンドクリーム[スヌーピー] 

 

 

 

容量／価格 60g／特別限定価格￥850（税込￥918） 

販 路 通信販売、DHC 直営店 ※数量限定 

 

特 長 

人気商品 DHC UV ハンドクリームに、波乗りスヌーピーを起

用し、夏場らしいデザインといたしました。今までにない新し

いデザインです。 

 

【DHC UV ハンドクリーム】 

SPF33 PA＋＋＋の UV カット効果をもつハンドクリーム。 

オリーブバージンオイルをはじめ、いきいきとした手肌を保つ

酢酸トコフェロールなど若々しさに欠かせない成分を多彩に配

合。 

さらに、シルク成分で包み込んだカプセル型の紫外線吸収剤を

配合し、シミ・シワの原因となる紫外線から守ります。 

保湿だけでなく日常の紫外線をしっかり防御することで、若々

しいなめらかな手肌に整えるハンドクリームです。 

無着色・パラベンフリー 天然成分配合 

容量・処方は通常デザインの商品と同じです。 

■ キャンペーン概要 

【 期 間 】 2018 年 5 月 10 日(木)～無くなり次第終了 ※数量限定・在庫が無くなり次第販売終了 

【キャンペーン】 

セット① 

＜セット名＞ DHC 薬用リップクリーム[スヌーピー]2 本セット 

＜セット内容＞ 

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー ブルー］×1 

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー ベージュ］×1 

＜セット価格＞2 点合計\1,400（税抜）→セット価格\1,330（税抜）/\1,436（税込） 

---------------------------------------------------------- 

セット② 

＜セット名＞DHC UV ハンドクリーム[スヌーピー]2 本セット 

＜セット内容＞ 

DHC UV ハンドクリーム[スヌーピー]×2 

＜セット価格＞2 点合計\1,700（税抜）→セット価格\1,580（税抜）/\1,706（税込） 

---------------------------------------------------------- 

セット③ 

＜セット名＞そろえて HAPPY♪“スヌーピー”オールスターセット 

＜セット内容＞ 

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー ブルー］×1 

DHC 薬用リップクリーム［スヌーピー ベージュ］×1 

DHC UV ハンドクリーム[スヌーピー]×1 

DHC ディークレ(M)＆マイルドウォッシュセット[スヌーピー]×1 

＜セット価格＞4 点合計\4,450（税抜）→セット価格\3,800（税抜）/\4,104（税込） 

以上 


