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ナリスアップが考える新発想！逆転のスキンケア
ナリスアップが考える新発想！逆転のスキンケア アプローチ

Corneous Ｃycle Therapy
コ ル ネ オ サ イ ク ル セ ラ ピ ー

角質ふきとり 美容化粧水

「 ネイチャーコンク

薬用 クリアローション 」

2018年
2018年1月1日（月）本格リニューアル新発売！
ふきとり化粧水を研究開発80年 株式会社ナリスアップ コスメティックス(代表：西田隆一、
http://www.narisup.com/)は、新発想！逆転のスキンケア アプローチCorneous
Corneous Ｃycle Therapy
（コルネオサイクルセラピー）
角質ふきとり
（コルネオサイクルセラピー）角質の剥離・育成周期を整えるセラピーに着目、角質
角質ふきとり 美容化
粧水「
「ネイチャーコンク 薬用 クリアローション」を、2018年1月1日（月）本格リニューアル新発
クリアローション」
粧水
売いたします。
コルネオサイクルセラピー

■新発想！逆転のスキンケア アプローチ Corneous Ｃycle Therapyとは？
Therapyとは？
①余分なものは「取り除き」、必要なものを「与える」
①余分なものは「取り除き」、必要なものを「与える」
②古い角質を取り除くだけでなく恒常性
古い角質を取り除くだけでなく恒常性(
でなく恒常性(ホメオスタシス)
ホメオスタシス)を高め古い角質を
を高め古い角質を溜め込まない。
角質を溜め込まない。
③与えることが主流だったスキンケアに、逆転の発想！新しい
与えることが主流だったスキンケアに、逆転の発想！新しいスキンケアを
！新しいスキンケアを提案
スキンケアを提案
●Corneous ＝角質 ●Cycle ＝剥離・育成
＝剥離・育成周期
・育成周期 ●Therapy ＝整えるセラピー
＝整えるセラピー
コルネオサイクルセラピー

■Corneous Ｃycle Therapy のメカニズムと2
のメカニズムと2大主成分！
大主成分！とは？
● “ナチュラルターンサイクル”
“ナチュラルターンサイクル”
コルネオサイクルセラピーメカニズムは、古い角質を無理やり取り除かず不要
な角質のみ優しく取り除き、年齢とともに遅くなるターンオーバーサイクルを
整えて、自らの肌の力を高めます。
●2大主成分“ヨクイニンエキス
大主成分“ヨクイニンエキス”
“ヨクイニンエキス” ×“月見草”
ハトムギの種子抽出天然角質クリア成分“ヨクイニンエキス”
“ヨクイニンエキス”と特許取得成分
“ヨクイニンエキス”
“月見草油”
“ヨクイニンエキス”は、角層細胞を形成するたんぱく質
“月見草油”を新配合。“
ヨクイニンエキス”
ケラチンをほぐし取り除きやすくします。“
“月見草”は、約15年間研究後、健康
月見草”
的な角質層を育む「表皮角化正常化」効果が認可『特許 第3908126号 月見
草』取得いたしました。

角質クリア成分
ヨクイニンエキス配合
（保湿成分）

特許取得成分

NEW 月見草油配合
（保湿成分）
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① 新商品概要
新商品概要
■ナリスアップが考える新発想！逆転のスキンケア アプローチ
Corneous Ｃycle Therapy（コルネオサイクルセラピー
Therapy（コルネオサイクルセラピー）
（コルネオサイクルセラピー）

●商品名

：角質ふきとり
角質ふきとり 美容化粧水「
美容化粧水「ネイチャーコンク 薬用 クリアローション」

●容

量

：200ｍL

●価

格

：オープン価格：850円（税抜）／918円（税込）

●全成分

：有効成分；プラセンタエキス（1）、グリチルリチン酸ジカリウム
その他の成分；精製水､１，３－ブチレングリコール､ジプロピレングリコール､
濃グリセリン､ヨクイニンエキス､サボンソウエキス､月見草油､ヒアルロン酸ナ
トリウム（２）､ユキノシタエキス､トウニンエキス､キウイエキス､リンゴエキス､
アロエ液汁末（２）､チンピエキス､ラベンダーエキス（１）､ブドウ葉エキス､
オウレンエキス､ポリエチレングリコール１５４０､キサンタンガム､クエン酸､クエン酸
ナトリウム､モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン（２０ＥＯ．）､パラオキシ
安息香酸エステル､ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル､フェノキシエタノール

●特

徴

：①角質除去
②美白※1
③ふきとり
④保湿
⑤浸透アップ
⑥肌荒れ防止

●商品名

・アルコールフリー
・無鉱物オイル
・無香料
・無タール系
・無タール系色素
・弱酸性

：角質ふきとり 美容化粧水「ネイチャーコンク 薬用 クリアローション」
つめかえ

●容

量

：180ｍL

●価

格

：オープン価格：700円（税抜）／756円（税込）

※1美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと

■ご使用方法

２

② 新アイコン“しずく”とブランド名の由来
■ナリスアップが考える新発想！逆転のスキンケア アプローチ
Corneous Ｃycle Therapy（コルネオサイクルセラピー
Therapy（コルネオサイクルセラピー）
（コルネオサイクルセラピー）

新アイコン

“しずく”
ネイチャー

コンク

ハトムギをはじめとする
植物の恵みを
ぎゅっと濃縮

植物由来成分で

ナリス化粧品は、
ナリス化粧品は、80年前ふきとり化粧水開発
80年前ふきとり化粧水開発
角質ケアするという意味
成分…
成分…ヨクイニン

コンク＝Conc
コンク＝Conc（濃縮されたという意味）
Conc（濃縮されたという意味）
それ以来、ナリス化粧品グループでは

（ハトムギ種子エキス）

ふきと
ふきとり化粧水をコンクと呼んでいます。

③ 新成分！“サボンソウエキス”配合で美毛穴ケア！

毛穴につまった汚れを取り除いて毛穴をキレイにするサボンソウエキスを新配合！
学名「Saponaria」は「sapo（石鹸）」に由来。根や葉に水を含ませ揉んだりこすったりすると泡立
ちます。皮膚の炎症を抑える作用があることから、古来から皮膚の治療薬としても高く評価されてき
ました。植物由来の成分で毛穴の汚れ落ちをサポートし、美毛穴ケアを叶えます。

④ すぐれた美白効果と保湿効果！

・プラセンタエキス
・グリチルリチン酸ジカリウム

2つの薬用有効成分配合で
白さアップ！
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■ナリスアップが考える新発想！逆転のスキンケア アプローチ

Corneous Ｃycle Therapy（コルネオサイクルセラピー
Therapy（コルネオサイクルセラピー）のメカニズム
（コルネオサイクルセラピー）のメカニズム
①角質剥離・育成周期を整える
①角質剥離・育成周期を整えるセラピー！
・育成周期を整えるセラピー！
余分なものは「取り除き
余分なものは「取り除き」必要
は「取り除き」必要なものを「
」必要なものを「与える
なものを「与える」
与える」”新発想アプローチ

●老化角質は、すべての年代の肌トラブルに
●老化角質は、すべての年代の肌トラブルに関与？
の年代の肌トラブルに関与？
全世代の女性が抱える肌悩みの根源ともいえる古い角質。古い角質は年齢を重ねるほど、はがれにくく
どんどん厚くなっていきます。老化角質“たまり過ぎ”もダメ
老化角質“たまり過ぎ”もダメなら“取り過ぎ”もダメ
”もダメなら“取り過ぎ”もダメ！
なら“取り過ぎ”もダメ！

20代
20代

30代
30代

40代
40代

50代
50代

60代
60代

●老化角質がたまる原因は＝ターンオーバーサイクルの乱れ？
老化角質がたまる原因は？
年齢重ねるたび遅くなるターンオーバーサイクルの乱れによる
もの。角質層は約28日で生まれ変わるが理想のサイクル。現実
は30代を過ぎると年齢の約1.5倍日数で遅くなるので60代では
20代の約4倍になります。
ナリスアップ調べ

●顔には特に古い
顔には特に古い角質がたまりやすい
に古い角質がたまりやすいパーツがあるか？
角質がたまりやすいパーツがあるか？

顔は古い角質がたまりやすい
パーツがあると言われており
額・顎・小鼻が挙げられます。
とくに、小鼻と顎は古い角質
が厚くたまりやすい部分です。

●なぜ？毎日洗顔をしても古い角質が取り除けないのか？
●なぜ？毎日洗顔をしても古い角質が取り除けないのか？
角層の細胞1つ1つが不健康で、①と②プロセスが上手くいかないため。

①細胞接着部位（デスモソーム）
①細胞接着部位（デスモソーム）
角質細胞同士の接着する役目のデスモソースを
うまく分解できず結合を緩められない！
②接着部位分解酵素
水分不足によりデスモソーム結合を分解するはず
の分解酵素働かず不要な角質細胞が剥がれない！
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■ナリスアップが考える新発想！逆転のスキンケア アプローチ

Corneous Ｃycle Therapy（コルネオサイクルセラピー
Therapy（コルネオサイクルセラピー）の
（コルネオサイクルセラピー）のメカニズム
）のメカニズム

② ナチュラルターンサイクルによるメカニズム
ナチュラルターンサイクルによるメカニズム

NEW

角質クリア成分

ヨクイニンエキス配合

特許取得成分！

月見草油配合

ナチュラルターンサイクル

1本で『
本で『Corneous Ｃycle Therapy』
Therapy』実現！
コルネオサイクルセラピー
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■ナリスアップが考える新発想！逆転のスキンケア アプローチ

Corneous Ｃycle Therapy（コルネオサイクルセラピー
Therapy（コルネオサイクルセラピー）の
（コルネオサイクルセラピー）のメカニズム
）のメカニズム

③ 2大主成分“ヨクイニンエキス” ×“月見草油”
月見草油”
●ヨクイニンエキス
ヨクイニンエキス
ハトムギ種子抽出ヨクイニンエキスがふきとり効果サポートを発見！
1981年ふきとり化粧水に配合。角層細胞1つ1つを形成するたんぱく
質「ケラチン」 。凝集して剥がれ落ちにくくなった角質細胞を、「ケ
ラチン」ほぐしてふっくらさせることで取り除きやすくします。角層
細胞を柔軟化＋角質層の水分量をアップ、コットンでやさしく古い角
質を取り除くことができます。

●月見草油
約15年間研究した健康的な角質層を育む「表皮角化正常化」効果が
認められ、『特許 第3908126号 月見草』取得。月見草油は、
角質層を形成する角質層形成酵素（トランスグルタミナーゼ）を活性
化し、刺激や乾燥からお肌を守り、健康的な角質層を育成します。

トランスグルタミナーゼとは？ ⇒
健康な角質層を育てる酵素!
健康な角質層を育てる酵素!

＜角質層＞

細胞膜に
覆われている

角質細胞

１つを拡大すると･･･
角質細胞

細胞間脂質
（セラミドなど）

細胞膜をしっかり
厚く育ててくれるのが
厚く育ててくれる
トランスグルタミナーゼ

細胞膜が厚くなると

保湿成分が密着し、肌のうるおいをキープ！
保湿成分が密着し、肌のうるおいをキープ！
細胞膜が薄いと
細胞膜が薄いと･･･
どんどん乾燥する

外的ストレス

バリア機能アップ

うるおい

乾燥しにくい肌に！
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初代「コンク」
スキンケアの概念を変えた
変えた
スキンケアの概念を
ふきとり化粧水

≪歴史≫
歴史≫

新発売！
ネイチャーコンク

1937年
1937年 初代ふきとり化粧水「コンク」発売！
1980年
オールパーパス化粧水
化粧水が新発売
1980年 オールパーパス
化粧水が新発売！
が新発売！
ふきとり+保湿機能が1本で完了
画期的アイテム！
→弱酸性・ エタノール減量に成功！
1981年
1981年 ヨクイニンエキス配合
1984年
1984年 無エタノール化に成功！
2001年
2001年 ふきとり化粧水の
ふきとり化粧水の弱酸性処方化に成功！

≪会社概要≫
会社概要≫

社名

事業所

創業
資本金
代表取締役
事業内容

株式会社 ナリスアップ コスメティックス

【大阪本社】
大阪府大阪市福島区海老江5-1-6 ナリス化粧品大阪ビル4F
電話:06-6458-7799（代表） FAX:06-6456-2205
【東京営業所】
東京都港区芝大門1-6-6 芝大門ヤマトビル 3F
電話:03-3437-3532 FAX:03-3437-3510

2000年1月
1,000万円（㈱ナリス化粧品100％出資）
西田 隆一
セルフコスメ事業・食品事業・美容室用化粧品事業

■商品に関するお問い合わせ先■
〒553-0001
大阪市福島区海老江5丁目1-6 http://www.narisup.com/
TEL：06-6458-7799 ／ FAX：06-6456-2205 e-mail：narisup_pr@narisup.co.jp

■ご掲載いただく際の一般ユーザーからのお問い合わせ先■
ナリスアップ コスメティックス お客様相談窓口
0120-32-4600
(9:00～17:00／土･日･祝日除く)

ナリスアップ コスメティックス ＰＲ事務局
（株式会社 プリンコーポレーション内）
担当：阿部、古茂田
〒107-0062 港区南青山5-10-6 ﾃﾗｱｼｵｽ表参道6F
TEL 03-5469-8226 FAX 03-5469-8227 e-mail：info@prin-inc.co.jp
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