PRESS RELEASE
常盤薬品工業株式会社
2021 年 11 月 30 日

【2022 年 2 月 8 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*3！高純度豆乳イソフラボン*2 を配合した「保湿ライン」へリニューアル発売
世界新開発*3 の高純度豆乳イソフラボン*2 と豆乳発酵液*2 をダブル配合。なめらかな素肌美へ
サナ なめらか本舗 クレンジング洗顔 NC／しっとりクレンジング洗顔 NC
サナ なめらか本舗 化粧水 ＮC／しっとり化粧水 ＮC／とってもしっとり化粧水 ＮC
サナ なめらか本舗 化粧水 ＮC（つめかえ用）／しっとり化粧水 ＮC（つめかえ用）
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）
サナ なめらか本舗 乳液 ＮC／乳液 ＮC（つめかえ用）
サナ なめらか本舗 クリーム ＮC
2022 年 2 月 8 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、
保湿ラインをリニューアルいたします。
◆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 1.8 億個を突破する、豆乳スキンケア市場 No.1*1 のスキンケアブランドです。
『なめらか本舗』では、イソフラボンの美肌に対する効果の研究を積み重ねてきました。このたびリニューアルする保湿ラインには、
『なめらか本舗』オリジナルの成分である九州産丸大豆*5『ふくゆたか』由来の純度の高いイソフラボンを新たに配合しました。世界新
開発*3 の高純度豆乳イソフラボン*2 と豆乳発酵液*2 をダブルで配合し、保湿ラインをリニューアルいたします。
さらに、『豆乳ホワイト』をテーマに、より洗練されたデザインに刷新。また、自然豊かな鈴鹿山系の地下水を使用しています*4。省資
源を考えた詰替えを採用し、パッケージには環境に配慮した植物由来の原料配合のインキを採用。パッチ試験済みです。

*1 豆乳成分配合のセルフスキンケア市場 店頭売上金額 2020 年 小売店 5 社 POS データ *2 保湿成分
*3 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。 *4 2022 年 2 月発売のなめらか本舗リニューアル商品に限る（変更される可能性があります）
*5 豆乳由来成分に使用している大豆は、遺伝子組換えなし大豆を使用しています。
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Tel 03-6633-9959 Fax 03-3405-1064
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常盤薬品工業株式会社 お客さま相談室（サナ）
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【商品特徴】
（1）世界新開発*3！高純度『イソフラボン』を配合
イソフラボンの美肌に対する効果の研究を積み重ねてきたなめらか本舗は、
九州産丸大豆*5『ふくゆたか』から豆乳を作り、純度の高いイソフラボンを新たに保湿ラインに配合しました。
世界新開発*3の高純度豆乳イソフラボン*2と、九州産丸大豆*5『ふくゆたか』を使用した豆乳発酵液*2の、
ダブルの保湿成分を配合しています。

（2）パッケージをリニューアル
なめらか本舗の個性は残しつつ、より洗練されたデザインに変更しました。
環境に配慮した植物由来の原料配合のインキを使用し、省資源を考えた詰替えを採用しています。
また、ユーザビリティの向上のため、ボトルキャップの開けやすさや指あたりの良さも工夫しています。

（3）鈴鹿山系の地下水を使用*4
滋賀県にあるノエビアの工場で製造。
化粧品に使用している水は、自然豊かな鈴鹿山系の地下水を使用しています。
●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。）
●無香料 ・無着色 ・無鉱物油

*2 保湿成分 *3 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。
*4 2022年2月発売のなめらか本舗リニューアル商品に限る（変更される可能性があります）
*5 豆乳由来成分に使用している大豆は、遺伝子組換えなし大豆を使用しています。
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リニューアル商品
※表示価格はメーカー希望小売価格です。
●豆乳のすっきり＆しっとり洗顔
世界新開発の高純度豆乳イソフラボン*2を配合した洗顔は、すっきりタイプとしっとりタイプの選べる2タイプ！
うるおい感のあるふわふわの泡立ちで、洗いながらキメを整え、肌荒れを防ぎます。洗いあがりもつっぱりません。
（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。
●豆乳の選べる３タイプの化粧水
使うたびに肌を整える豆乳イソフラボン*2配合の化粧水です。
浸透*6感と保湿力の絶妙なバランスで、しっとりするのにべたつかない使用感。肌にうるおいを与えながらキメを整えます。
（左から）
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。

●肌を柔らかく整える乳液
肌なじみが良く濃厚な使い心地の乳液です。お肌の上でとろけて、肌をうるおいで満たします。
保湿力をアップしてリニューアル！
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）
豆乳イソフラボン*2と豆乳発酵液*2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はそのままに、保湿力がアップしました。
●豆乳のうるおい密閉クリーム
お肌の上にラップをかけるようなパック処方でうるおいをラッピングする、豆乳イソフラボン配合のべたつかないクリームです。
うるおいを密閉して逃さないのに、べたつきのない使用感を追求しました。
サナ なめらか本舗 クリーム ＮＣ
50g
950円（税込1,045円）
豆乳イソフラボン*2と豆乳発酵液*2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*6！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 保湿成分 *6 角層まで
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お肌に合わせて選べるラインナップ
●保湿ライン
高純度豆乳イソフラボン*2 と『ふくゆたか』由来の豆乳発酵
液*2 を配合。
乾燥が気になるお肌をしっかり保湿してくれます。
幅広い年代の方々にお使いいただいているラインです。
価格帯：700～950 円（税込 770～1,045 円）

●美白ライン
『ゆきぴりか』由来の豆乳発酵液*2 に、高純度アルブチン*7
（美白有効成分）と肌荒れ防止成分*8 を配合。
全アイテム医薬部外品のラインです。
肌荒れ・ニキビを予防しながら、透明感のあるお肌に導き
ます。
価格帯：650～1,200 円（税込 715～1,320 円）

●エイジングケアライン
『たまほまれ』由来の豆乳発酵液*2 にピュアレチノール*2 を
配合。
全アイテム乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価
試験済み）。
価格帯：800～1,500 円（税込 880～1,650 円）

●ハリつやライン
『ふくゆたか』由来の豆乳発酵液 *2 に、カプセル化したコエ
ンザイム Q10*9 を配合。
ハリ・ツヤのあるお肌に導きます。
価格帯：800～1,200 円（税込 880～1,320 円）

美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
*2 保湿成分 *7 薬用クレンジング洗顔 Ｎ、薬用泡洗顔、薬用泡洗顔（つめかえ用）を除く *8 グリチルリチン酸ジカリウム（薬用クレンジング洗顔 Ｎ、薬用泡洗顔、薬用
美白ミスト化粧水、とろんと濃ジェル 薬用美白 Ｎ)、グリチルレチン酸ステアリル(薬用美白美容液、薬用美白スポッツクリーム、薬用美白スキンケアUV下地) *9 ユビキノ
ン（保湿成分）
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