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乾燥敏感肌の保湿・保護・かゆみ抑制を 

「無添加ＦＤＲ」シリーズ リニューアル発売 
角層免疫力の低下、かゆみ神経の伸長に着目し機能強化 

 

株式会社ファンケル化粧品（本社・横浜市中区、代表取締役社長・山岡万佑子）は2015年1月20日（火）、

外部からの刺激に敏感でバリア機能が低下しがちな乾燥敏感肌を、かゆみのない健やかな肌へと導く

スキンケアシリーズ「ファンケル 無添加ＦＤＲ」シリーズ（価格：1,029 円～2,916 円＜税込＞）を通信販売、

直営店舗にてリニューアル発売いたします。 

 

今回のリニューアルでは、乾燥敏感肌の特性である「角層免疫力の低下」と「かゆみ神経の伸長」に着目

し、製品の機能強化とさらなる安全性を追求。乾燥敏感肌のケアは「徹底保湿と徹底保護」が重要である

ことから、当社独自の保湿保護成分「スキンバリア成分」（特許第4288306号）と、新配合した「セラミド 2」

が肌のバリア機能を正常に整えます。また、バリア機能が著しく低下している乾燥敏感肌への安全性を追

求し、ファンケル独自の安全性評価基準「ＦＳＳ（Ｆａｎｃｌ Ｓａｆｅｔｙ Ｓｔａｎｄａｒｄ）」により、肌への負担を軽減

しているほか、同シリーズの乳液・クリームにおいて界面活性剤不使用を実現しました（特許出願中）。 

 

当社では今後、「ＦＤＲクリーム」を戦略アイテムに据え、乾燥敏感肌のケアに重要な「徹底保護と徹底

保湿」の啓発や「無添加ＦＤＲサイト（www.fancl.co.jp/fdr）」のリニューアルなどにより情報発信を強化す

るとともに、乾燥敏感肌の方との接点機会を創出し、同シリーズを通じてかゆみのない健やかな肌に導く

サポートをしてまいります。 

 

無添加ＦＤＲ シリーズ 

フェイスケア ボディケア トータルケア 
・ＦＤＲクリーム  処方リニューアル 

・ＦＤＲ洗顔液  処方リニューアル 

・ＦＤＲ化粧液  (パッケージ変更) 

・ＦＤＲ乳液    処方リニューアル 

・ＦＤＲボディシャンプー  処方リニューアル 

・ＦＤＲボディローション (パッケージ変更) 

・ＦＤＲボディミルク    (パッケージ変更) 

 

・ＦＤＲバリアジェルオイル  

(パッケージ変更) 

横浜市中区山下町89-1 〒231-8528 
TEL :045-226-0500 
FAX:045-226-1203 

(株)ファンケル化粧品は、無添加化粧品・雑貨などの販売を行う「美しくなれるモノ・サービス」を提供する 

ファンケルグループ傘下の事業会社です。 

【本件に関するお問合せ】 

（株）ファンケル IR・広報グループ 

三澤敬之・油井紀理子：045-226-1230 

http://www.fancl.co.jp/fdr


「無添加ＦＤＲ」シリーズ コンセプト  

外部からの刺激に敏感で、バリア機能が低下しがちな乾燥敏感肌を 

「徹底保湿」＆「徹底保護」で、健やかな肌に保つスキンケアシリーズ 

 

開発背景およびリニューアルの着目点 

当社は、1999年 1月に乾燥敏感肌のためのスキンケアシリーズとして、「無添加ＦＤＲ」シリーズ

を皮膚科専門医と共同研究、開発いたしました。 

その後も、乾燥敏感肌のさらなる改善を目指して研究を重ね、2009年には当社独自の保湿保護

成分「スキンバリア成分」の開発に成功。高い水分保持機能と外部からの刺激をブロックする機能を

両立させた同成分を配合し、かゆみを伴うような乾燥敏感肌を、刺激に負けない健やかな肌へ導く

全身スキンケアシリーズとしてご支持いただいてまいりました。 

 

乾燥敏感肌の特性 
乾燥敏感肌は、バリア機能の低下に加え、角層にある汗由来の抗菌タンパクが減少し肌の防御

機能が低下、すなわち「角層免疫力」までもが低下していることが最近の研究で分かってきました。

さらに、乾燥や外部からの刺激によってかゆみを感じると、真皮と表皮の境界にある「かゆみ神経」

が、角層近くの表面まで伸びやすくなってしまいます。特に、乾燥敏感肌は、バリア機能の低下に

より、健常肌より、乾燥や外部の刺激を受けやすい状態です。 

 

製品特長 
今回新たに、乾燥敏感肌の特性である

「角層免疫力の低下」と「かゆみ神経の伸長」

に着目し、シリーズをリニューアル。 

乾燥敏感肌を健やかな肌へ導くために

重要な「肌のバリア機能を守る」ため、「やさ

しい洗浄」・「徹底保湿」・「徹底保護」を追

求し、洗顔アイテムおよびクリーム、乳液の

機能強化を実現しました。 

 

◆「スキンバリア成分」が、かゆみを抑制＆バリア機能を正常に整える 

水分蒸散を防ぐシール効果と、水分を抱え込む保水効果を併せ持ち、肌表面に水分を含んだ

膜を形成することで乾燥や刺激から肌を保護し、バリア機能の向上をサポートする当社独自の保

湿保護成分「スキンバリア成分」（特許第 4288306 号）を同シリーズに配合。バリア機能が低下して

いる乾燥敏感肌を、「徹底保湿」・「徹底保護」することでしっかりとバリア機能をケアし整えます。 

また当社の総合研究所は、「スキンバリア成分」に“かゆみを抑制する”働きがあることを研究

成果*1 として見出しました。その働きに着目し、乾燥敏感肌のトラブル悪循環を断ち切り、生活の質

の向上にも貢献します。 

 

◆バリア機能維持に重要な「セラミド２」を新配合 

乾燥敏感肌は、バリア機能に重要な役割を持つ「セラミド」が、健常肌よりも少ないと言われて

います。そこで、バリア機能の低下した肌により良く働きかけるために、数種類あるセラミドから肌

のセラミドと同じ立体構造を持つ「セラミド 2」を配合。バリア機能の改善へ導きます。 

 

◆安全性とやさしさに徹底配慮。界面活性剤不使用を実現 

独自の安全性評価基準「ＦＳＳ」に基づき、使用する原料や配合量で安全性や有効性をコント

ロールし、肌への負担を軽減しています。 

さらに乾燥敏感肌のようにバリア機能が著しく低下した肌では、乳液やクリームのような、洗い

流さないアイテムに含まれる界面活性剤*2が肌に入り込んでしまい、刺激になることもあると言わ

れています。そこで、同シリーズの乳液やクリームにおいては、界面活性剤を使用せず肌に本来

ある生体機能成分と保湿成分で乳化を実現し、よりやさしさを追求した処方開発に成功しました。

また、洗浄アイテムにおいても、泡質を向上させ、肌への負担軽減を実現させました。 

 
*1・・・本知見は、順天堂大学浦安病院皮膚科との共同研究により見出した知見であり、2014 年 9 月に欧州研究皮膚科学会

にて発表いたしました。 

*2・・・界面活性剤は、洗浄剤において汚れを落とす泡を作り出す成分として、また、乳液やクリームなどにおいて水と油を均一
に混ぜる成分として配合しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各アイテム詳細 製品特長 

フェイスケア 

 
ＦＤＲクリーム  処方リニューアル・容量アップ 
 
・容量：18ｇ 

・価格：税込 2,916円 （本体価格 2,700円） 

・1回使用量：パール粒 1個分 

・標準使用日数：約 60回分（約 30日分） 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 60日以内 

◆独自のスキンバリア成分とセラミド 2 を配合し、バリア機能が低

下した乾燥敏感肌に、「徹底保湿」と「徹底保護」で乾燥から肌

を守る、保湿力及び保護力にすぐれた皮膚保護クリーム。 

◆べたつきを感じないコクのあるクリームで、肌あれから守り、し

っとりやわらかな肌に導きます 

 
ＦＤＲ洗顔液  処方リニューアル 
 
・容量：60ｍＬ 

・価格：税込 1,080円 （本体価格 1,000円） 

・1回使用量：500円玉 1枚分 

・標準使用日数：約 60回分（約 30日分） 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 30日以内 

◆独自のスキンバリア成分を配合し、肌を保護しながら、バリア

機能が低下した乾燥敏感肌をやさしく洗う洗顔料。 

◆たっぷりの泡がすばやくたち、肌に摩擦などの負担をかけず、

肌に必要なうるおいは残しながら、余分な皮脂や汚れをきれい

に取り除きます。 

 
ＦＤＲ化粧液 
 
・容量：10ｍＬ 

・価格：1箱<3本入り>税込 1,836円  

（本体価格 1,700円） 

・1回使用量：100円玉 1枚分 

・標準使用日数：約 10日～14日分<1本あたり> 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 21日以内 

◆バリア機能が低下した乾燥敏感肌に対して、肌の奥（角層）ま

で不足しがちなうるおいをしっかり届け、乾燥から肌を守る、皮

膚保護化粧液。 

◆とろみのあるローションがマイルドに浸透し、肌あれを防いで、

みずみずしく健やかな肌に整えます。 

 
ＦＤＲ乳液  処方リニューアル 
 
・容量：10ｍＬ 

・価格：1箱<3本入り>税込 1,836円  

（本体価格 1,700円） 

・1回使用量：1円玉 1枚分 

・標準使用日数：約 10日～14日分<1本あたり> 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 21日以内 

◆独自のスキンバリア成分とセラミド 2 を配合し、バリア機能が低

下した乾燥敏感肌に、不足しがちなうるおいを十分に与えて乾

燥から肌を守る、皮膚保護乳液。 

◆乾いた肌をうるおいのヴェールでつつみこみ、肌あれを防い

で、しっとりなめらかで健やかな肌に整えます。 

「ファンケル 無添加ＦＤＲ」シリーズ 製品詳細 



 

各アイテム詳細 製品特長 

ボディケア 

 
ＦＤＲボディシャンプー  処方リニューアル 
 
・容量：150ｍＬ 

・価格：税込 1,029円 （本体価格 953円） 

・1回使用量：500円玉約 3枚分 

・標準使用日数：全身で約 50回分 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 60日以内 

◆独自のスキンバリア成分を配合し、バリア機能が低下した乾燥

敏感肌を肌に必要なうるおいは残しながら、汗や汚れをやさし

く洗うボディシャンプー。 

◆たっぷりの泡がすばやくたち、肌に摩擦などの負担をかけずに

洗えます。 

 
ＦＤＲボディローション 
 
・容量：60ｍＬ 

・価格：税込 1,620円 （本体価格 1,500円） 

・1回使用量：全身で 100円玉 6～8枚分 

・標準使用日数：全身で約 10日～14日分 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 21日以内 

◆バリア機能が低下した乾燥敏感肌に対して、肌の奥（角層）ま

で、不足しがちなうるおいをしっかり届けてやさしくうるおす、弱

酸性の皮膚保護ボディローション。 

◆肌あれを防いで、みずみずしい健やかな肌に整えます。 

 
ＦＤＲボディミルク 
 
・容量：60ｍＬ 

・価格：税込 1,620円 （本体価格 1,500円） 

・1回使用量：全身で 1円玉 6～8枚分 

・標準使用日数：全身で約 10日～14日分 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 21日以内 

◆バリア機能が低下した乾燥敏感肌にも負担をかけずなめらか

にのびて、うるおいのヴェールでつつみこみ乾燥を防ぐ弱酸性

の皮膚保護ボディミルク。 

◆肌あれを防いで、しっとりやわらかで健やかな肌に整えます。 

トータルケア 

ＦＤＲバリアジェルオイル 
 
・容量：10ｇ 

・価格：税込 1,944円 （本体価格 1,800円） 

・1回使用量：使用部位によって異なる 

・標準使用日数： 

使用頻度、目的によって異なる 

・フレッシュ期間： 

未開封 製造年月日より 1年以内 

開封後 90日以内 

◆独自のスキンバリア成分を配合し、バリア機能が低下した乾燥

敏感肌に、与えたうるおいを逃がさずにすぐれたシール効果で乾

燥から肌を守る、保湿力にすぐれた皮膚保護ジェルオイル。 

◆全身の気になる部分に使用できます。 

【フェイスの使用手順】 

ＦＤＲ洗顔液 → ＦＤＲ化粧液 → ＦＤＲクリーム（ＦＤＲ乳液） → ＦＤＲバリアジェルオイル 

【ボディの使用手順】 

ＦＤＲボディシャンプー → ＦＤＲボディローション → ＦＤＲボディミルク → ＦＤＲバリアジェルオイル 

本件に関するお問合せ先 

記事ご掲載の際の「読者のお問合せ電話」は、当番号でお願いいたします。 

ファンケル化粧品 0120(35)2222
 

「製品についてのお問合せ」は下記へお願いいたします。 

株式会社ファンケル 社長室 IR・広報グループ 三澤敬之・油井紀理子 

TEL：045-226-1230 FAX：045-226-1202 


