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≪各位≫

出荷個数 1,030 万個*1 突破！泥洗顔料市場５年連続 売上金額 No.1*2

デリケートな春肌をクリアに洗い上げる 「どろ豆乳石鹸 どろあわわ<桃>」
2018 年 1 月 30 日(火)新発売
当社子会社である健康コーポレーション株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長: 髙谷

成夫）の主力スキン

ケアブランド「DOROwa(ドロワ)」の人気商品「どろあわわ」より、デリケートな春の肌をクリアに洗い上げる「どろ豆乳石鹸 どろ
あわわ<桃>」(2,980 円(税別)／110g／約 30 回分)を 2018 年 1 月 30 日(火)より、自社通販サイト
(http://www.kenkoucorp.com)および全国のコスメバラエティショップにて新発売いたします。
*1

DOROwa シリーズ累計出荷数 2017 年 12 月末現在

/ *2 2011 年度～2015 年度 泥洗顔料（訴求成分として泥を使用した洗顔料）市場ブランドメーカー出荷金額ベース OEM 除く株式会社矢

野経済研究所調べ（2017 年 3 月現在）

紫外線、花粉、黄砂・・・。春の肌は外的刺激で敏感状態
春は、温度や湿度の急激な変化に対応しようと肌が敏感になりがちな季節。さらに花粉や黄砂、急激に強くなる紫外線によ
る完成ダメージなどの外的刺激により肌のバリア機能が低下し、ムズムズしたり、かゆくなったりと肌トラブルも多くなりがちです。
クリアで健康な肌を育むには、汚れを優しくしっかり落とすケアが大切です。

健康でクリアな肌へ導く「どろ豆乳石鹸 どろあわわ<桃>」3 つの特長
「どろ豆乳石鹸 どろあわわ<桃>」は完熟前の若い桃から抽出した希少
な「ベビーピーチエキス*3」をはじめとする桃由来の保湿成分を配合。
春のトラブルと向き合い肌を優しく守りながら、汚れをしっかり落とし、透
明肌へ導きます。
１．春肌を守る：完熟前の若い桃から抽出した希少なベビーピーチエキ
ス*3 に加え、桃葉エキス*3 やピーチセラミド*3、モモ核油*3 を配合。荒れがち
な春の肌を桃のチカラでしっかり守ります。
２．汚れをしっかり落とす：花粉やほこり、黄砂などが付着して肌を傷
つける刺激となるため、マリンシルト*4 とベントナイト*4、さらに肌に優しいホ
ワイトクレイ*4 を配合。刺激物を優しく取り除き、トラブルから守ります。
３．心が弾む早摘み桃の香り：ジューシーながらも甘すぎず、誰もが心
地よく感じる爽やかな桃の香り。
無着色・無鉱物油・石油系界面活性剤不使用
*3

保湿成分

/ *4

吸着成分

商品名

内容量

単品価格

どろ豆乳石鹸 どろあわわ<桃>

110g (約 30 回分)

2,980 円(税別)

≪

本件に関するお問い合わせ ≫

健康コーポレーション株式会社
TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319

通販事業部 平山寛子
Mail：kenkoucorp_pr@rizapgroup.com

特長成分
※画像はイメージ
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*3

紫外線対策成分
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保湿成分

/ *4

吸着成分

汚れ吸着のメカニズム
沖縄産マリンシルト*4 は、マイナスイオンを帯び、吸着力が高いのが特長です。
また、国産ベントナイト*4 が汚れや頑固な角栓、余分な皮脂をしっかりと吸い取り、
さらに肌への負担が少ないホワイトクレイが優しく汚れを落とします。
弾力性の高いもっちり濃密泡を肌の上で転がすように洗うことで、肌を擦ることな
角質層

く、毛穴の汚れやメラニンを含む古い角質を優しく落とすことができます。
※画像はイメージ

使用方法
使用量は 3cm

1 泡立てネットに、水またはぬるま湯を含ませ、余分な水

2 泡立てネットを軽く丸め、空気を

3 ツノが立つくらいになるまでしっか

4 鼻・額、頬・あご、口元・目元の

分をしっかり切ります。どろあわわを、ネットの間に【3cm】

含ませるようにしながら、クシュクシ

り泡立て、泡立てネットの根元か

順番に、泡をころがすように優しく

出します。

ュと泡立てます。

ら泡を絞り取ります。

洗ったら、しっかりと洗い流します。

販売チャネルと発売時期について
販売チャネル：自社通販サイトのほか、ロフトや PLAZA、東急ハンズなどの全国のコスメバラエティショップにて販売いたします。
発売時期
・自社通販サイト「けんこうタウン」URL http://www.kenkoucorp.com
2018 年 1 月 30 日(火)新発売
2018 年 2 月 13 日(火)よりキャンペーン実施
・コスメバラエティショップ：2018 年 3 月 3 日(土)より順次発売

泥洗顔料市場 5 年連続 売上金額 No.1*2 の「どろあわわ」とは？
「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」(2,980 円(税別)／110g／約 30 回分)は、「マリンシルト」*3 と「ベ
ントナイト」*3 の 2 種の天然の吸着泥が毛穴汚れをごっそり落としつつ、「豆乳発酵液」*4、「水
溶性コラーゲン」*5、「ヒアルロン酸」*4、「黒砂糖エキス」*4 などの保湿成分配合でしっとりなめらか
に洗い上げます。2007 年の発売以来、もっちりとした濃密泡とみずみずしい洗い上がりで多くの
支持を集めるロングセラー商品です。
*2 2011 年度～2015 年度 泥洗顔料（訴求成分として泥を使用した洗顔料）市場ブランドメーカー出荷金額ベース OEM 除く株式会社矢野経済研究
所調べ（2017 年 3 月現在）

/

*3 吸着成分

/ *4 保湿成分

/ *5 サクシノイルアテロコラーゲン(保湿成分)

会社概要
健康コーポレーション株式会社 http://www.kenkoucorp.com/
2016 年 7 月 1 日に RIZAP グループ株式会社（旧健康コーポレーション株式会社）の美容・健康食品の通信販売事業を新設分割によ
り設立。これまで「豆乳クッキーダイエット」、家庭用超音波美顔器 「エステナード ソニック」、「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」などのヒット商品に
恵まれ、美容健康関連商品で事業を拡大。

≪

本件に関するお問い合わせ ≫

画像素材や、撮影用商品の貸し出し、プレゼントパブリシティ等もお気軽にお問い合わせください。
健康コーポレーション株式会社

通販事業部

TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319

≪

担当：平山寛子

Mail：kenkoucorp_pr@rizapgroup.com

掲載時のクレジット表記について ≫
会社名：健康コーポレーション株式会社

TEL：0120-566-836 8:00～21:00 受付(年末年始除く)
本社：〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F
資本金：1,000 万円
代表取締役社長：髙谷

成夫

URL：http://www.kenkoucorp.com

