PRESS RELEASE
常盤薬品工業株式会社
2022 年 6 月 17 日

【8 月 2 日】豆乳スキンケア市場 No.1*1『なめらか本舗』から、
世界新開発*2！高純度豆乳イソフラボン※1 を配合した「保湿ライン」リニューアル 第 2 弾！
ラメラ構造に着目した導入美容液が新登場！
大人気オールインワンジェルもリニューアルでパワーアップ
サナ なめらか本舗 整肌美容液 ＮＣ
サナ なめらか本舗 とろんと濃ジェル ＮＣ／とろんと濃ジェル ＮＣ（つめかえ用）
サナ なめらか本舗 とろんと濃ジェル エンリッチ ＮＣ
サナ なめらか本舗 とろんと濃ジェル エンリッチ ＮＣ（つめかえ用）
2022 年 8 月 2 日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）は、豆乳のスキンケアブランド『なめらか本舗』から、
「整肌美容液 ＮＣ」を発売いたします。そして、「とろんと濃ジェル ＮＣ」「とろんと濃ジェル エンリッチ ＮＣ」をリニューアル発売いたしま
す。◆発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。
2004 年に誕生した『なめらか本舗』は、18 年間にわたって「なめらかな素肌美」を叶えるスキンケアとしてご愛顧いただき、まもなく
累計販売個数 1.9 億個*3 を突破する、豆乳スキンケア市場 No.1*1 のスキンケアブランドです。
このたび今年 2 月に続きリニューアル第 2 弾として、高純度豆乳イソフラボン※1 とヒト型セラミド※2 を配合した導入美容液「整肌美容
液 ＮＣ」を新発売いたします。また、まもなく累計販売個数 1,000 万個*5 を突破するオールインワンタイプの「とろんと濃ジェルシリーズ」
も、高純度豆乳イソフラボン※1 を新配合し、保湿力と使用感をアップさせ、つめかえ用とともにリニューアル発売いたします。
お肌のことを考えた無香料、無着色 ※5、無鉱物油。パッチ試験済み、アレルギー試験済みです（すべての方にアレルギー等が起き
ないというわけではありません。）

*1 豆乳成分配合のセルフスキンケア市場 店頭売上金額 2021 年 小売店 5 社 POS データ *2 化粧品原料として世界で初めて国際化粧品表示名称を取得しました。
*3 2004～2022 年 4 月末までの累計販売個数 *4 True Data 2021 年 売り上げ数量（目元クリーム・美容液） *5 2016～2022 年 4 月末までの累計販売個数
※1 保湿成分 ※2 セラミドＮＧ（保湿成分） ※3 トコフェリルリン酸Ｎａ（保湿成分） ※4 サナ なめらか本舗 目元ふっくらクリーム比較 ※5 目元ふっくらクリーム ＮＣ
を除く
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なめらか本舗

保湿ライン

共通ポイント

① なめらか本舗オリジナルの豆乳由来の美容成分をダブルで配合！

② こだわりの処方

③ SDGsへの取り組み

新商品

●サナ なめらか本舗 整肌美容液 ＮＣ

100mL

1,200円 （税込1,320円）

※表示価格は、希望小売価格です。

当社の調査*6よると、肌荒れを感じたりニキビができることがあると答えた方が83%いる
ことがわかりました。肌荒れのタイミングとしては、「生理周期によって」「ストレスが多いと
き」「不規則な生活習慣」を挙げる方が多くいらっしゃいます*7。
「サナ なめらか本舗 整肌美容液 ＮＣ」は、ラメラ構造に着目し、高純度豆乳イソフラ
ボン※1とヒト型セラミド※2を配合した、肌を整える導入美容液です。

【商品特長】
① 高純度豆乳イソフラボン※1×ヒト型セラミド※2配合
高純度豆乳イソフラボン※1とヒト型セラミド※2に加え、ビタミンやミネラルを配合し、
ゆらぎがちなお肌をなめらかな素肌に導きます。

② ラメラ構造に着目した導入美容液
整肌美容液では、お肌の角層の「ラメラ構造」に着目しました。
やさしい感触でキメの整ったなめらかな素肌に導きます。

③ 肌のことを考えたオリジナル処方
●無香料・無着色・無鉱物油 ●パッチ試験済み
●アレルギー試験済み（すべての方にアレルギー等が起きないというわけではありません。）
*6 「美容に関する調査」当社調べ 2022 年 N=300 15～39 歳 *7 「美容に関する調査」当社調べ 2022 年 N=250 15～39 歳
※1 保湿成分 ※2 セラミドＮＧ（保湿成分） ※5 目元ふっくらクリーム ＮＣを除く ※6 クリーム NC、とろんと濃ジェル NC、とろんと濃ジェル エンリッチ ＮＣ
※7 化粧水 ＮＣ（つめかえ用）、しっとり化粧水 ＮＣ（つめかえ用）、とってもしっとり化粧水 ＮＣ（つめかえ用）、乳液 ＮＣ（つめかえ用）、とろんと濃ジェル ＮＣ（つめかえ
用）、とろんと濃ジェル エンリッチ ＮＣ（つめかえ用）
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リニューアル商品

（左から）

●サナ
●サナ
●サナ
●サナ

なめらか本舗
なめらか本舗
なめらか本舗
なめらか本舗

とろんと濃ジェル
とろんと濃ジェル
とろんと濃ジェル
とろんと濃ジェル

ＮＣ
ＮＣ （つめかえ用）
エンリッチ ＮＣ
エンリッチ ＮＣ （つめかえ用）

100g 1,000円 （税込1,100円）
100g
800円 （税込880円）
100g 1,000円 （税込1,100円）
100g
800円 （税込880円）
※表示価格は、希望小売価格です。

「サナ なめらか本舗 とろんと濃ジェル ＮＣ」は、化粧水・美容液・乳液・クリーム・化
粧下地・パック効果の1個で6役のオールインワンジェルです。なめらかなジェルが浸透 ※8
し、みずみずしくうるおった肌に導きます。べたつかないので朝のメイク前のスキンケアに
も。
「サナ なめらか本舗 とろんと濃ジェル エンリッチ ＮＣ」は、美容オイル※9約3倍※10配
合の濃厚なジェルでしっとり高保湿。しっかりリッチな肌仕上がりに。
また本品だけでなくつめかえ用も、環境に配慮したパッケージにリニューアルいたしま
した。詰替えを行うことで、プラスチック使用量を約88%削減できます。

【商品特長】
① 高純度豆乳イソフラボン※1新配合！もっとなめらかな美肌に NEW
豆腐作りをヒントに、高純度豆乳イソフラボン※1と豆乳発酵液※1を贅沢に配合したジェルを細やかなメッシュで絞り出し、
その後釜出し。肌あたりなめらかな濃いジェルが出来上がりました。

② 保湿力＆使用感アップ NEW
お肌の上でとろける使用感をそのままに、保湿力をアップ！より肌なじみをよくすることで、べたつきも改善しました。

③ お肌の上でとろけるジェル
温度依存性のある形態記憶ジェルがとろけるようになじみ、角層までぐんぐん浸透！

※1 保湿成分 ※8 角層まで ※9 エチルヘキサン酸セチル、スクワラン、ジメチコン、ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）（すべて保
湿成分） ※10 油性成分（サナ なめらか本舗 とろんと濃ジェル NC と比較）
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■こちらもチェック！
世界新開発*2の高純度豆乳イソフラボン※1を配合してリニューアルした保湿ラインです。

販売中 ※表示価格は、メーカー希望小売価格です。
（左から）
サナ なめらか本舗 クレンジング洗顔 ＮＣ
150g
700円（税込770円）
ふわふわの泡立ちでなめらかな素肌に洗い上げる、すっきりタイプの洗顔料です。
サナ なめらか本舗 しっとりクレンジング洗顔 ＮＣ
150g
700円（税込770円）
キメ細やかな泡立ちでしっとりなめらかな素肌に洗い上げる、しっとりタイプの洗顔料です。
サナ なめらか本舗 化粧水 ＮＣ
200mL 900円（税込990円）
サナ なめらか本舗 化粧水 ＮＣ（つめかえ用）
180mL 750円（税込825円）
やさしい使い心地でべたつかず、なめらかな素肌に導く化粧水です。たっぷり使えて、やさしい肌あたりを重視される方に。
サナ なめらか本舗 しっとり化粧水 ＮＣ
200mL 900円（税込990円）
サナ なめらか本舗 しっとり化粧水 ＮＣ（つめかえ用）
180mL 750円（税込825円）
うるおい溢れるなめらかな素肌に導く化粧水です。重ね化粧水もおすすめ。みずみずしいうるおいで肌を満たしたい方に。
サナ なめらか本舗 とってもしっとり化粧水 ＮＣ
200mL 900円（税込990円）
サナ なめらか本舗 とってもしっとり化粧水 ＮＣ（つめかえ用）
180mL 750円（税込825円）
美容液のような濃厚さでしっとりなめらかな素肌に導く化粧水です。手でつけたい人にもおすすめ。
とろりとした感触で、しっかり保湿をしたい方に。
サナ なめらか本舗 乳液 ＮＣ
150mL 900円（税込990円）
サナ なめらか本舗 乳液（つめかえ用） ＮＣ
130mL 750円（税込825円）
高純度豆乳イソフラボン※1と豆乳発酵液※1を配合。うるおいを閉じ込めて、柔らかな素肌に導く乳液です。
しっとりするのにべたつかない使用感です。
サナ なめらか本舗 クリーム ＮＣ
50g
950円（税込1,045円）
高純度豆乳イソフラボン※1と豆乳発酵液※1を配合。お肌のうるおいを守り、なめらかな素肌に導くクリームです。
パック処方で、ぐんぐん浸透※8！さらりとしているので毎日使いやすく、乾燥する季節の強い味方です。

*2 化粧品原料として世界で初めて国際化粧品表示名称を取得しました。 ※1 保湿成分
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※8 角層まで
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