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協和

「うるおい乳酸菌」国内最高量3,000億個配合 ！ 新エイジングケア メイクに 2 品目が登場！
※1

※2
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フローラ

※3

ベース

『Moist Flora Base』
2019 年 2 月 25 日（月）新発売！
プラセンタ商品売上げNo.1※4 であり、原液美容のパイオニア、株式会社協和（東京都新宿区、
代表取締役：堀内泰司）は、

フラコラ

※1
fracoraから、
乳酸菌
「ラ・フローラ」
を配合した2品目のメイクアイテムを発売！大人の肌を美しく見せるメイク機能と、
モイスト

フローラ

ベース

優れたスキンケア機能を両立した化粧下地
『Moist Flora Base』
を、
2019年2月25日
（月）
に通信販売にて販売いたします。

〈開発の背景〉

■ 肌本来の力を育む「うるおい乳酸菌」メイクに、待望の 2 品目が登場！
※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。そこでフラコラは肌フローラバランスか

※1
ら考えた「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
※1
のエイジングケア ※3を提案しています。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、2018 年 9 月にはフェイスパウダーを発売。今回、待望の 2 品目
として化粧下地を開発し、新発想のエイジングケア ※3メイクをお届けいたします。
〈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〉

肌フローラから考えたエイジングケア ※3機能
■ 皮脂を活用し保湿する「うるおい乳酸菌」

※1

“セルフモイスチャー機能”の仕組み
元々肌に
存在する
美肌菌

サポート

美肌菌

うるおい
乳酸菌

腸内フローラと同様、肌フローラに必要とされる「うる
※1

※2

おい乳酸菌」 を国内最高量 3,000 億個 （ヨーグルト約

美肌菌がふえる

30 個分）配合。美容液仕立ての化粧下地です。皮脂をう

増殖

るおいにいかす “セルフモイスチャー機能” で、大人の肌
を土台からしっかりケア。日中のメイクタイムをまるごと

充実のスキンケアタイムに変え、つけている間ずっとヨー
グルトパックをしているようなうるおいで満たします。

■ うるおい乳酸菌 ※1 が働きやすい※5 環境に整える
サポート成分で、美肌連鎖へ！
※6
「アロエベラエキス」
等うるおい乳酸菌 ※1と相性の良い

サポート成分を豊富に配合。うるおい乳酸菌※1が活発に働

きやすい※5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。

美肌菌

酸性物質

うるおい

弱酸性に保つ

うるおい

皮脂

皮脂がうるおいに！

グリセリン 肌のうるおいを保つ

うるおい

うるおい

天然のうるおいヴェールが
肌を守っている状態

肌フローラから考えたケアで、
うるおい溢れる美肌へ！

潤いと艶を持続するメイクアップ機能

化粧くずれを防止する※8
“オート皮脂センサー”※7

■ “オート皮脂センサー” で化粧くずれを防止！
※7

〈余分な皮脂成分〉

メイク崩れの大きな原因は過剰な皮脂。そこで皮脂のうちでも余分な皮脂

成分を吸い取る “オート皮脂センサー” を採用。皮脂を美肌にいかすことで
※7

潤いある艶肌を長時間キープします。

■ 3 つの美肌仕上げ効果で大人のうる艶美肌を演出！
余分な皮脂成分を吸い取る

①化粧くずれ防止※8
オート皮脂センサー

※7

〈必要な皮脂成分〉

※8

ワントーン明るい、なめらかな艶肌へ

▶

＊メイクアップ効果に
よるもの。仕上がりには
個人差があります。

スムースコートカバーで

②エイジングによる
毛穴カバー ※8 ※9

before

※8

③ハリ・リフトケア

after

※10

“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！※8

※10

スムージングフィルム

アーチチョーク葉エキス

■ UV カット効果

肌に必要な成分はそのまま

▼

SPF40 PA＋＋＋

スムージングフィルム

■ お肌にやさしい 6 つのフリー処方

▼

無香料、パラベンフリー、鉱物油フリー、石油系界面活性剤フリー、紫外線吸収剤フリー、タール系色素フリー

■ こんな使い方がおすすめ！
CASE

近所へのお出かけなど、
ライトメイクに最適

1

CASE

＋

2 うるおい力をサポートしながら
ツヤ感をアップ

CASE

3

＋

＋

モイスト フローラ ベース モイスト フローラ パウダー

〈製品概要〉

シワ

モイスト フローラ ベース プラセンタ エアーヴェール BB

＊メイクアップ効果によるもの。

洗練のしっかりメイクで
化粧持ちを長時間キープ

＋

モイスト フローラ ベース プラセンタ エアーヴェール BB モイスト フローラ パウダー

※お手持ちのファンデーションと組合わせてもお使いいただけます。
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ベース

モイスト

フローラ

製品名：Moist Flora Base
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、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、アーチチョーク葉エキス、他
内容量：30mL
価格：2,667 円（税込） 2,470 円（税抜）
発売日：2019年2月25日（月）
販売：通信販売
ベース

■フラコラ 『Moist Flora Base』ウェブサイト（発売日当日より有効）
http://www.fracora.com/products/cosme/detail.html?prod̲id=32500701
※1 エンテロコッカスフェカリス（保湿成分） ※2 （株）協和調べ ※3 年齢に応じたお手入れ ※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
※5 お手入れのこと ※6 アロエベラ葉エキス：保湿成分 ※7 酸化亜鉛 ※8 メイクアップ効果による ※9 整肌成分 ※10 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）

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/

