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※1
「うるおい乳酸菌」
国内最高量 1000 億個配合 ※2 で、新エイジングケア ※3 メイク！

モイスト

フローラ

パウダー

『Moist Flora Powder』
2018 年 9 月 25 日（火）新発売！
フラコラ

※4

プラセンタ商品売上げ No.1 の株式会社協和（東京都新宿区、代表取締役：堀内泰司）は、fracora から、メイク
モイスト

フローラ

パウダー

し な が ら ス キ ン ケ ア で き る、乳 酸 菌「ラ・フ ロ ー ラ」配 合 の フ ェ イ ス パ ウ ダ ー『Moist Flora Powder』を、
2018 年 9 月 25 日（火）に通信販売より発売いたします。

〈開発の背景〉

■ 肌本来の力を育む、新発想の「うるおい乳酸菌」 に着目！
※1

肌の上には肌フローラが存在し、その乱れが加齢を加速させます。エイジングケア※3
には肌フローラのバランスがとても重要です。そこでフラコラでは肌フローラバラ

※1
ンスに必要な「うるおい乳酸菌」
に着目。肌が元々持つ自らうるおう力を引きだす

新発想のエイジングケア ※3を提案します。

※1
さらに美容成分「うるおい乳酸菌」
を効率良く肌へ届ける形状を追求し、肌に長時

間留まるフェイスパウダーとして製品化。メイクをしながら肌フローラまで考えた、
高いエイジングケア※3実感をお届けします。
〈肌フローラとは？〉

肌の表皮には腸内細菌と同じように常在菌が存在し、人の肌には約 1 兆個、約 200 種がいると言われています。
その中には肌を荒らすトラブル菌、老化菌と呼ばれるものもありますが、
「美肌菌」もいて、細菌社会＝肌フロー
ラを形成しています。それぞれ菌種のバランスがいいと保湿バリア機能が高まり、健やかで美しい素肌になる
ことが知られています。しかし加齢によって肌フローラが乱れ、老化を加速します。

〈製品特長〉

肌フローラを咲かせるエイジングケア

※3

機能

■ 皮脂を活用し保湿する「うるおい乳酸菌」※1
※2

※1

腸内フローラと同様、肌フローラに必要とされる「うるおい乳酸菌」 を国内最高量

1000 億個（ヨーグルト約 10

個分）配合。美肌に影響を及ぼすこともある過剰な皮脂を活用し、うるおわせることで大人の肌の土台からしっかり

ケア。やさしい肌あたりで、毎日パフするだけでヨーグルトパックをしているかのようなスペシャルケアを叶えます。

■「ラスティング製法」でうるおい乳酸菌 が長時間肌に密着！
※1

天然繊維である板状パウダー「セルロース」にうるおい乳酸菌※1を
まとわせ、肌へすき間なく均一に密着。空気のようなパウダー

ヴェールが肌の上に留まれる時間をさらにアップ。※5 日中のメイ

〈ラスティング製法を施した場合〉

長時間、肌に接触することにより
スキンケア効果アップ ※5

・均一に付着
・持続性が高い
・密着性が高い

クタイムをまるごと充実のスキンケアタイムに変える新感覚の
フェイスパウダーです。

■ うるおい乳酸菌 が働きやすい※6 環境に整え、美肌連鎖へ！
※1

※7
うるおい乳酸菌 ※1と相性の良いサポート成分「アロエベラエキス」
を豊富に配合。うるおい乳酸菌※1が活発に働きや

すい※6 肌環境へ導き、肌が自発的に保湿、バリアする力を後押しして、美肌連鎖へ。
※1 エンテロコッカスフェカリス（保湿成分） ※2 （株）協和調べ
※5 当社従来品との比較

※6 お手入れのこと

※3 年齢に応じたお手入れ

※7 アロエベラ葉エキス：保湿成分

※4 H・B フーズマーケティング便覧 2014~2018 No.2 2012〜2015 年 商品実績（株）富士経済

ハリ＆ツヤ！瞬時にまとうメイクアップ機能
※1

■「スムージングフィルム」 で肌ピーンと上向き ！
※1

※3

※2

※3

※2

スムージングフィルム がシワを引き上げ、 瞬時にふっくらピーン！

※3

「コラーゲン」「ヒアルロン酸」「カラスムギ」 を複合配合。シワを
ピーンと引き上げ、 ふっくらとした若々しいハリ肌へ導きます。
※1

▼

スムージングフィルム

▼

■「毛穴レス製法」影りのないなめらか肌に！

▶

※4
「アーチチョーク葉エキス」
がゆるみがちな肌印象を整えます。
※6

さらにスムースコートパウダー※5で瞬時に年齢肌 の気になる

シワ

＊メイクアップ効果によるもの

凹凸や毛穴の目立ち、黒ずみを隠します。

■「ライトコントロールパウダー」 でくすみを飛ばし大人のツヤ肌！
※7

素肌そのものまで美しく感じさせる自然な発色で、光を味方につけ、大人の品格肌を叶えます。
また、光を乱反射させてくすみや色ムラを飛ばし、明るさをたたえた発光ツヤ肌を演出。
〈こんな方へおすすめ〉
� 日中のメイクタイムも、美肌を育むスキンケアタイムにしたい方に。

� 与える保湿ケアをしているのにうるおい不足を感じる方、肌本来の保湿、肌バリアも育みたい方に。

� 日焼け止めやファンデーション後のフェイスパウダーで、美肌に見せながらエイジングケア※8 をしたい方に。
〈使い方〉 朝、ベースメイクの仕上げに、また日中のメイク直しにお使いください。
〈製品概要〉
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製品名：Moist Flora Powder

主な美容成分：エンテロコッカスフェカリス、アロエベラ葉エキス、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、
カラスムギ穀粒エキス、アーチチョーク葉エキス、他

お肌にやさしいフリー処方：無香料、パラベンフリー、鉱物油不使用、石油系界面活性剤フリー
内容量：レフィル 9g（パフ付） ／価格：3,112 円（税込） 2,882 円（税抜）

パウダーコンパクト（別売り） ／価格：900 円（税込） 834 円（税抜）

発売日：2018 年 9 月 25 日（火）
販売：通信販売

モイスト

フローラ

パウダー

■フラコラ 『Moist Flora Powder』ウェブサイト

http://www.fracora.com/products/cosme/detail.html?prod̲id=32400101
※1 水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸 Na、カラスムギ穀粒エキス（保湿成分） ※2 メイクアップ効果による

※3 保湿成分

※4 整肌成分

※5 窒化ホウ素（滑沢成分） ※6 年齢を重ねた肌のこと

※7（HDI ／トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー（感触改良成分） ※8 年齢に応じたお手入れ

会社概要
●会社名 ： 株式会社
●設立 ： 1960 年

●住所 ： 〒160-0023

協和
東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 9F

●代表取締役 ： 堀内 泰司

●事業内容 ： 化粧品・美容健康食品の販売（通信販売・店舗販売）
ブランド名『フラコラ』 http://www.fracora.com/
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株式会社協和

フラコラ PR 事務局 （ビルコム株式会社）

担当：伊藤（いとう）・戸松（とまつ）・平田（ひらた）
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