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繰り返すニキビの原因であるバリア機能の低下に着目 

「無添加ＦＤＲ アクネケアライン」 新発売 
アンチストレスケアで大人ニキビを予防し、肌そのものを健やかにはぐくむ 

 

ファンケル化粧品では、皮膚科専門医監修の「無添加 Ｆ Ｄ Ｒ
ﾌｧﾝｹﾙﾄﾞｸﾀｰ

シリーズ」の再構築に伴い、2016 年

3 月 18 日（金）より、繰り返す大人ニキビを予防して肌そのものを健やかにはぐくむ「無添加ＦＤＲ アクネ

ケアライン」（全 4 品目：1,512 円～1,944 円＜税込＞）を新たに展開し、通信販売および直営店舗で新発

売します。 
 

＜開発背景＞ 

大人ニキビとは、ストレスによるホルモンバランス

の乱れが大きな原因で、乾燥するのに皮脂が増加

しがちな 20～40 代の女性に多く発症し、ニキビを繰

り返しやすいのが特徴です。 

繰り返す要因を調べたところ、バリア機能が低下

してストレスを受けることで、炎症が起きやすいこと

が分かりました。 

一般的に思春期にできるニキビには、過剰な皮脂

を取り去り、油分を与えないケアが主ですが、大人 

ニキビのケアは、過剰な皮脂を抑えるとともに、低下

したバリア機能に働きかけて水分と油分のバランスを

整え、繰り返しを防ぐことが重要です。 

そこで当社では、水分バランスを考え、毛穴の汚れはきちんと落としながら、乾燥しがちな肌のうるおいを

守って洗い上げる洗顔料と、化粧液、ジェル乳液、エッセンスの 4 品で、バリア機能を整えて、繰り返す  

大人ニキビを予防し健やかな肌をはぐくむ「無添加ＦＤＲ アクネケアライン」を開発しました。 

 

＜製品特長および一覧＞ 
●バリア機能に働きかけ、健やかな肌をはぐくむ「漢植物エキス」、ニキビや肌あれを防ぐ有効成分「甘草

成分誘導体」、角層を柔らかくする「イオウ」(エッセンスのみ)を配合。 

●防腐剤や殺菌剤など、肌の負担になりやすい成分無添加*。 

●ニキビが繰り返し出来る肌のバリア機能を整え、ニキビを繰り返さない健やかな肌をはぐくみます。 

製品名 容量 価格＜税込＞ 

ＡＣ 洗顔クリーム     （化粧品） 90g 1,512 円 

アクネケア 化粧液    （医薬部外品） 30mL 1,620 円 

アクネケア ジェル乳液 （医薬部外品） 18g 1,620 円 

アクネケア エッセンス  （医薬部外品） 8g 1,944 円 
 

*FANCL の「無添加化粧品」は、防腐剤・香料・合成色素・石油系界面活性剤・紫外線吸収剤を使っていない化粧品のことをいいます。 

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、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。 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社ファンケル  社長室 広報グループ  

油井紀理子・陣内真紀：045-226-1230 



＜特長成分＞ 

◆漢植物エキス ： 洗顔クリーム・化粧液・ジェル乳液・エッセンスに配合 

生薬としても知られている「芍薬
シャクヤク

」「桃
ト ウ

仁
ニ ン

」「蘇
ソ

葉
ヨ ウ

」からなる漢方由来のエキス。1 つ 1 つでも様々な機能があり

ますが、3 つを組み合わせることによる相乗効果で、低下したバリア機能や過剰皮脂へ働きかけ、肌を整え

ることを新たに見出しました。 

◆プルーン酵素エキス ： 洗顔クリーム・化粧液・ジェル乳液・エッセンスに配合 

角栓の原因となる角層や皮脂に働きかけます。 

◆カンテン ： 洗顔クリームに配合 

「ファンケル 洗顔パウダー」にも配合している成分で、角栓のもととなる毛穴につまった汚れを浮かせます。 

◆アケビアエキス ： 化粧液・ジェル乳液に配合 

アケビまたはミツバアケビの茎から抽出した、生薬「モクツウ」としても知られるエキスです。 

◆ボタンエキス ：エッセンスに配合 

肌が本来持っている抗菌力に働きかけ、高めます。 
 

 

＜製品概要＞ 

  

ＡＣ 洗顔クリーム （化粧品） 
 

 

価格：1,512 円＜税込＞ 

容量：90ｇ 

フレッシュ期間 

未開封：製造年月日より 3 年 

開封後：120 日 

標準使用量：2cm 程度 

標準使用日数：30 日（60 回分）※朝夜使用 

 

うるおいをキープしながら 

ニキビの原因となる毛穴づまりを除去し 

ニキビのできにくい肌に整える洗顔料 
 
●キメ細かいクリーミィな泡でうるおいをキープしなが

ら乾燥しやすい大人のニキビ肌をやさしく洗い上

げます。 

●「プルーン酵素エキス」や「カンテン」配合で、 

ニキビの原因となる毛穴づまりをすっきり除去し、

ニキビ・肌あれを防ぎます。 

●つっぱらず、すっきりすべすべの洗い上がりです。
 

アクネケア 化粧液 （医薬部外品） 
 

 

価格：1,620 円＜税込＞ 

容量：30ｍＬ 

フレッシュ期間 

未開封：製造年月日より 1 年 

開封後：60 日 

標準使用量：100 円玉 1 枚分 

標準使用日数：30 日（朝夜使用）  

乾燥を伴うニキビ肌にすーっとなじみ 

ニキビを防ぐ化粧液 
 
●乾燥を伴うニキビ肌にも吸い込まれるようになじ

み、うるおいで満たします。 

●「漢植物エキス」や「アケビアエキス」配合で、バリア

機能が低下した肌をうるおいで満たします。 

●使い続けることで、ニキビ・肌あれを防いでツルツ

ルの肌に整えます。 

 

アクネケア ジェル乳液 （医薬部外品） 
 

価格：1,620 円＜税込＞ 

容量：18ｇ 

フレッシュ期間 
未開封：製造年月日より 1 年 
開封後：60 日 

標準使用量：パール粒 1～1.5 個分 
標準使用日数：30 日（朝夜使用）  

乾燥を伴うニキビ肌をうるおいのヴェールで 

包み込みニキビを防ぐジェル状の乳液 
 
●べたつかず、みずみずしく肌になじみ、なめらかな

うるおいのヴェールで肌を包み込みます。 

●「漢植物エキス」や「アケビアエキス」配合で、低下

しがちなバリア機能をサポートします。 

●使い続けることで、ニキビ・肌あれを防いでなめら

かでツルツルの肌に整えます。 
 

アクネケア エッセンス （医薬部外品） 
 

価格：1,944 円＜税込＞ 

容量：8ｇ 

フレッシュ期間 
未開封：製造年月日より 1 年 
開封後：120 日 

標準使用量：米粒 1 個分（ニキビ 1 個分に対して） 
標準使用日数：50 回分  

ニキビが気になる部分の毛穴づまりをやわらげ 

肌あれを防ぐスポッツ美容液 
 

●「漢植物エキス」や「ボタンエキス」配合で、ニキビの

できやすい部分にやさしくなじむジェル状美容液 

です。 

●ニキビの原因となる毛穴づまりをやわらげ、ニキビ・

肌あれを防ぎます。 

【使用順序】 

 （メイク落とし）→ＡＣ 洗顔クリーム → アクネケア 化粧液 → アクネケア エッセンス → アクネケア ジェル乳液



 

 

 

 

 

 

 

「ニキビ」や「乾燥敏感」は皮膚疾患の一部といえます。そのため症状が深刻な場合は、 

皮膚科での治療を行うことが適切ですが、予防としては化粧品での手入れが重要と考えます。 

そこでファンケル化粧品では、皮膚科専門医監修で、製品に対する信頼・安心感を醸成 

するべく、大人ニキビのためのアクネケアラインと、乾燥敏感肌ケアラインの 2 つのスキンケア 

ラインを「無添加ＦＤＲ
ﾌｧﾝｹﾙﾄﾞｸﾀｰ

シリーズ」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 無添加 Ｆ Ｄ Ｒ
ﾌｧﾝｹﾙﾄﾞｸﾀｰ

シリーズとは 
ファンケルの「Ｆ」と、ドクターの「Ｄｒ」を組み合わせた、皮膚科専門医監修のブランド 

 大人ニキビのためのアクネケアと、乾燥敏感肌ケアの2つのスキンケアラインで展開しています。

乾燥敏感肌ケアライン 

（フェイスケア全４品） 

+ 
2016 年 3 月 乾燥敏感肌ケア 

          サンガード 25 新発売 

(日焼け止め) 

アクネケアライン 

(全 4 品) 

2016 年 3 月 新発売 

本件に関する報道関係者の皆様からのお問合せ先 

株式会社ファンケル 社長室 広報グループ 油井紀理子・陣内真紀 

TEL：045-226-1230 FAX：045-226-1202 

お客様からの製品に関するお問合せ先 
ファンケル化粧品 美容相談室 ☎0120（35）2222（料金無料・フリーダイヤル） 

受付時間：月～土／朝９時～夜９時  日・祝日／朝９時～夕方５時 


