
 

 

 

 

報道関係者各位（新製品情報） 

2021年 7月 29日 

 10月 7日 リニューアル新発売  「ビューティブーケ」 

美しく健やかに年齢を重ねたい大人の女性のためのスキンケア 
 

株式会社ファンケルは 10 月 7 日（木）から、「ビューティブーケ」（全 7 品目・10 品種／価格：1,595～

5,280円＜税込＞）をリニューアルして通信販売と直営店舗で新たに発売します。60代以降のマチュア世

代に向けた従来品から、より幅広く大人の女性が美しく健やかに年齢を重ねていただけるように 50 代後

半からのスキンケアとして生まれ変わりました。日本古来からの伝統的な発酵技術によるサイエンス※1に着目し、

独自開発原料の「発芽米発酵液」とキリンホールディングス株式会社(以降、キリンと表記)との共同研究開発原料

「白麹ステロール」を配合しました。従来から配合している「発芽米発酵液」は、厚くかたくなった肌をほぐす※2 とい

う「浸透※3ケア」を担い、新たに配合した「白麹ステロール」は、くすみ※4やハリ、ツヤ、乾燥など「複合的なエイジン

グサインのケア」をします。ふっくらうるおいのある、明るいハリとツヤのある美肌に導くスキンケアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜製品一覧＞ 
製品名 容量 価格＜税込＞ 

すぐ落ちクレンジングオイル 120ｍＬ 2,200円 

うるおい泡洗顔料 180ｍＬ 1,650円 ⋆つめかえ用 1,595円 

発酵浸透化粧液 とてもしっとり 
120ｍＬ 3,960円 ⋆つめかえ用 3,850円 

発酵浸透化粧液 しっとり 

ハリつやクリーム 50ｇ 5,280円 

ハリつやゲル 85ｇ 5,280円 

ハリつや乳液 90ｍＬ 4,950円 

 

 

横浜市中区山下町 89-1 〒231-8528 

代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ 島田和幸 

 

 

TEL :045-226-1200   

【本件に関するお問合せ】 株式会社ファンケル 経営企画室 広報部 045-226-1230 

 



＜製品特長＞ 
◆ 美肌をサポートする「白麹ステロール」を新たに配合しました。さまざまなエイジング悩みの引き金とな

る現象に着目し、伝統的な素材である麹のチカラを応用して厳選した麹菌を用いて、キリンと共同研

究して開発した原料です。くすみ※4 やハリ、ツヤ、乾燥など複合的なエイジングの悩みにアプローチ

しながら明るい美肌に導きます。 

◆ 従来品から配合している乳酸を豊富に含有する独自の開発原料「発芽米発酵液」で、厚くかたくなった

肌をほぐし※2、うるおいや美容保湿成分の浸透※3をサポートします。 

◆ 「ヒアルロン酸」が、ほぐした※2角層にうるおいを与えながら乾燥から守ります。 

◆ 「Ｗコラーゲン」（加水分解コラーゲン）で、弾力のあるハリ肌に整えます。 

 

※1日本古来の発酵技術に現代の技法を融合させたチカラの総称 

※2肌をやわらげること 

※3角層まで 

※4乾燥により肌がくすんで見える状態 

 

＜ユーザビリティと環境に配慮した容器や原料で、ＳＤＧｓの推進に貢献＞ 

 
【こだわりの容器設計】 
◆ 容器は、行動特性に知見がある内閣府認証の専門機関「実利用者研究機構」に監修をいただきました。

年齢を重ねても使い続けていただくために、行動観察調査を実施し、つめかえやすさなど、どなたにも使

いやすいノンストレス品質の容器を実現しました。また、パッケージや容器に表記されている数字は、使

用順序を表しているだけでなく、美しさへのステップを重ねるという想いを込めてデザインしています。 

 

 【環境配慮した容器や原料を採用】 
◆ 以下の 3 つのアイテムではつめかえ用をラインアップし、樹脂量の削減を実現しました。つめかえ用

には、植物由来の樹脂を採用しています。 

 

 

 

 

 

◆ フェアトレードの「アルガンオイル」や資源の有効活用で採取された「白ブドウ発酵エキス」を採用して

います。また「発芽米発酵液」は、発酵後不要となった酵母をろ過し、取り除いた酵母を廃棄するの

ではなく、農園などに使用し、植物栽培の一端を担っています。 

 
＜リニューアル背景＞ 
年齢を重ねた肌は、シミやシワ、ハリのなさ、くすみなど、肌悩みが複合的になります。また、スキン

ケアが浸透しにくくなるという声も多く聞かれます。それらを踏まえ、2016 年にマチュア世代をターゲッ

トとした「ビューティブーケ」を発売し、厚くかたくなった角層をほぐしてぐんぐん浸透させる※3 というアプ

ローチを軸に、シンプルステップによる効率ケアを提案してきました。その後、50～60代の女性に肌悩

みについて調査をしたところ、「シンプルなスキンケアを望む一方で、複合的な肌悩みの根本的なケア

をしたい」というニーズが分かりました。 

そこで、さまざまなエイジングサインの引き金となる「糖化によるエイジング悩み」に着目しました。10 年以上

当社が取り組んできた角層タンパクの研究において、エイジングリスクへ立ち向かう機能を見出した美肌酵素

「アルギナーゼ-1」を重視しながらエイジングケアに関する研究を深めてきました。 

それらを生かしながらキリンと共同開発した「白麹ステロール」を全アイテムに配合し、加齢による複合的

なエイジング悩みをケアするスキンケアブランドとしてリニューアルします。 

 

左： うるおい泡洗顔料 

右： 発酵浸透化粧液 とてもしっとり 

樹脂量は、本体容器に対し約 88％削減 

発酵浸透化粧液 しっとり 

樹脂量は、本体容器に対し約 91％削減 

【本件に関するお問合せ】 株式会社ファンケル 経営企画室 広報部 045-226-1230 

 



＜各製品詳細＞ 

●すぐ落ちクレンジングオイル 
（120ｍＬ） 
2,200円＜税込＞ 
 
フレッシュ期間：開封後 6 ヶ月 
標準使用量：2プッシュ程度 
標準使用回数：約 60回分 

うるおいを守りながら 

素早くメイクを落とせるクレンジングオイル 

くすみ※4 に着目し、「白麹ステロール」を配合。「ヒアルロン酸」でう

るおいを守りながら、小じわやキメに入り込んだメイクも素早く浮か

せてメイクオフ。「白百合エキス」と「白ブドウ発酵エキス」が、蓄積

したくすみ※4をすっきりクリアに、肌本来の透明感を引き出します。 

●うるおい泡洗顔料 
（180ｍＬ） 
1,650円＜税込＞ 
⋆つめかえ用 1,595円＜税込＞ 

 
フレッシュ期間：開封後 6 ヶ月 
標準使用量：適量（3～4プッシュ） 
標準使用回数：約 60回分  

くすみ※4のもとまで洗い流しながら 

うるおいを守って洗える泡洗顔料 

くすみ※4 に着目し、「白麹ステロール」を配合。ポンプから出てくる

ふわふわの泡で、くすみ※4 を洗い流してしっとり明るい肌に洗い上

げます。「白百合エキス」と「白ブドウ発酵エキス」で透明感を引き

出します。 

●発酵浸透化粧液 とてもしっとり 
（120ｍＬ） 
3,960円＜税込＞ 
⋆つめかえ用 3,850円＜税込＞ 

 
フレッシュ期間：開封後 6 ヶ月 
標準使用量：500円玉 2枚分を重ね付け 
標準使用回数：約 120回分 

もっちり明るいハリつや肌に導く 

とろりと濃密な多機能化粧液 

1 品で、うるおい・くすみ※4・ハリ・つや・キメ・小ジワなどのさまざま

な肌悩みをケア。水を使用せずに、「発芽米発酵液」を使用して、

かたくなった年齢肌をほぐして※2、うるおいや美容保湿成分を届け

ます。「白麹ステロール」の働きで、くすみ※4 をしっかりケア。とろり

と濃密なのに、なじみやすい使用感です。 

※乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済） 

●発酵浸透化粧液 しっとり 
（120ｍＬ） 
3,960円＜税込＞ 
⋆つめかえ用 3,850円＜税込＞ 

 
フレッシュ期間：開封後 6 ヶ月 
標準使用量：2プッシュ 
標準使用回数：約 120回分 

すべすべ明るいハリつや肌に導く 

さらっとみずみずしい多機能化粧液 

1 品で、うるおい・くすみ※4・ハリ・つや・キメ・小ジワなどのさまざま

な肌悩みをケア。水を使用せずに、「発芽米発酵液」を使用、かたく

なった年齢肌をほぐして※2、うるおいや美容保湿成分を届けます。

「白麹ステロール」の働きで、くすみ※4をしっかりケア。 

※乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済） 

●ハリつやクリーム 
（50ｇ） 
5,280円＜税込＞ 
 
フレッシュ期間：開封後 6 ヶ月 
標準使用量：適量（パール粒 1個） 
※パック・マッサージの場合は、大きめのパール粒 1粒 

標準使用回数：約 120回分 

しっとり、うるおいを密封する 

多機能クリーム 

1品で、保湿・美容液・パック・マッサージ・アイケアを兼ねる 5役の

クリーム。「発芽米発酵液」や「白麹ステロール」のほか、スクワラ

ン、保湿・エモリエント成分でしっかり保湿。「アルガンオイル」が乾燥

を防ぎます。 

●ハリつやゲル 
（85ｇ） 
5,280円＜税込＞ 
 
フレッシュ期間：開封後 6 ヶ月 
標準使用量：適量（1プッシュ） 
※パック・マッサージの場合は、2プッシュ 

標準使用回数：約 120回分  

みずみずしく、 
うるおい密封する多機能ゲル 

1品で、保湿・美容液・パック・マッサージ・アイケアを兼ねる 5役の

ゲル。「発芽米発酵液」や「白麹ステロール」のほか、スクワラン、

保湿・エモリエント成分でしっかり保湿するうえに、保水力の高い

フコイダンを高含有する「ガゴメ昆布エキス」が、高いうるおい持

続力を叶えます。 

●ハリつや乳液 
（90ｍＬ） 
4,950円＜税込＞ 
 
フレッシュ期間：開封後 6 ヶ月 
標準使用量：適量（1プッシュ） 
※パック・マッサージの場合は、2プッシュ 

標準使用回数：約 120回分 

べたつかず、なめらかに 
うるおい密封する多機能乳液 

1品で、保湿・美容液・パック・マッサージ・アイケアを兼ねる 5役の

乳液。「発芽米発酵液」や「白麹ステロール」のほか、スクワラン、

保湿・エモリエント成分でしっかり保湿。肌のうるおいを整え、水分

をキープする「オリゴ糖」を配合しました。 

【使用順序】 
すぐ落ちクレンジングオイル → うるおい泡洗顔料 → 発酵浸透化粧液 とてもしっとり・しっとりのうち1品 → ハリつやクリーム・
ゲル・乳液のうち 1品 

【本件に関するお問合せ】 株式会社ファンケル 経営企画室 広報部 045-226-1230 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

お客様からの製品に関するお問合せ先 

ビューティブーケ ご相談窓口 ☎0120（18）1234（料金無料・フリーダイヤル） 

受付時間：月～土／朝 9時～夕方 6時  日・祝日／朝 9時～夕方 5時 

 

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 経営企画室 広報部 陣内真紀 

TEL：045-226-1230  FAX：045-226-1202 ／ https://www.beautybouquet.jp/ 

 

https://www.beautybouquet.jp/

