Press Release
新商品のご案内

株式会社フィッツコーポレーション

http://www.fits-japan.com
2019 年 6 月 5 日

コレス ナチュラル プロダクト
ワイルドローズシリーズからスキンケア 5 種が新登場
株式会社フィッツコーポレーション（東京都港区、代表取締役 富樫康博）は、2019 年 7 月 3 日（水）、ギリシャのブラ
ンド「コレス ナチュラル プロダクト」の人気スキンケア「ワイルドローズ」シリーズより、新商品 5 種を発売いたします。こ
れによりワイルドローズシリーズは日本で全 10 種の展開となり、フルラインナップでのスキンケアが可能となりました。

2019 年
7 月 3 日（水）
発売

コレス ナチュラル プロダクトとは
こころとからだを心地よく保つために
コレス ナチュラル プロダクトは、
1996 年ギリシャ アテネ最古のホメオパシー薬局から生まれました。
コレス ナチュラル プロダクトが大切にしていることは、
質の高い天然由来成分を使用すること。
臨床的にテストされた効力がありながらも、肌にやさしい製品であること。
そして、製品を使用する人を幸せにすることができること。
ホメオパスである創立者ジョージ・コレスが
3000 以上ものレメディを取り扱う経験から得た知識をもとに
自社の研究所で商品開発をしています。

≪お問い合わせ≫
株式会社 フィッツコーポレーション PR チーム
TEL：03-6892-1331 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F
http://www.fits-japan.com/
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◆ワイルドローズ バイフェーズ オイル 30mL 6,500 円（税抜）

先行美容液
油溶性ビタミン C 誘導体（テトラへキシルデカン酸アスコルビル ）を配合した、
結果を求める方への二層式オイル。
エイジングケア＊2 で最初に気になるサインに着目。
肌をやわらかくしなやかにし、つややかで明るい印象に導きます。
＊1

【主要成分】
●油溶性ビタミン C 誘導体（テトラヘキシルデカン酸アスコルビル＊1）
安定性があり肌に浸透しやすい。
●ワイルドローズオイル（カニナバラ果実油＊1）
肌を保湿しやわらかく保つ。肌の表面に薄い膜状となり、表皮をなめらかにし、つややかな肌へと導く。
●ビタミン E（トコフェロール*1）
乾燥によるくすみに働きかける。
天然
由来成分
80.4％

●ビサボロール
肌を乾燥などの外的刺激から守り、肌を整える。
●サンドリリー（パンクラチウムマリチムムエキス）
乾燥によるくすみに働きかける＊1

*1 保湿成分として
*2 年齢に応じたお手入れのこと

改良や人工交配をされずに育った野生種のバラ・ワイルドローズ。
コレス ナチュラル プロダクトでは、カニナバラからエキスやオイルを抽出し、製
品に配合しています。
「ワイルドローズオイル（カニナバラ果実油）」はやわらかいテクスチャーの保湿
成分。「ワイルドローズエキス（カニナバラ果実エキス）」は肌に透明感をもたら
し、エイジングケア＊にもおすすめの成分です。
既存製品で、世界中で最も人気のワイルドローズ 24h モイスチャライジングク
リーム ドライは、コレス ナチュラル プロダクトのスキンケアの 1st プロダクトで、1996 年からのロン
グセラー。コレス ナチュラル プロダクトの歴史はワイルドローズシリーズの歴史と言っても過言で
はないほど、象徴的な製品。世界 30 カ国で愛されています。
*年齢に応じたお手入れのこと

コレス ナチュラル プロダクトでは、長年ワイルドローズオイル（カニナバラ果実油）やワイルドローズエ
キス（カニナバラ果実エキス）を製品に配合していますが、その歴史のなかで、より効果、実感を求める
方へ、ワイルドローズの成分と相性が良い成分を探し続けてきました。
その結果たどり着いたのが「テトラへキシルデカン酸アスコルビル*1」。油溶性ビタミン C 誘導体の一種
でした。通常のビタミン C は水溶性のため、空気に触れると酸化しやすく、肌への吸収がしにくい点があ
りますが、ビタミン C 誘導体は安定性があり、肌へ浸透＊2 した後でビタミン C に変化する化合物です。
油溶性であることで、水溶性ビタミン C 誘導体より安定性が高く、より浸透しやすいという特徴があり、
ブランド創立 20 周年である 2016 年に発売されたワイルドローズ ビューティフェイスオイル ペタルイン
に初めて配合しました。
コレス ナチュラル プロダクトでは、その効果への期待と感動を込めて、この成分を「スーパーC」と呼ん
でいます。
*1 保湿成分として *2 角質層まで
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◆ワイルドローズ クレンジングオイル ペタルイン 150mL 3,800 円（税抜）

クレンジング

重さを感じず、軽やかなテクスチャーのクレンジングオイル。
メイクや皮脂よごれを溶かすように落としながら、洗い上がりの肌をみずみずしい印象に導きます。
肌になじみやすく、洗い流しやすいテクスチャーです。
【主要成分】
●ワイルドローズオイル（カニナバラ果実油＊）
肌を保湿しやわらかく保つ。肌の表面に薄い膜状となり、表皮をなめらかにし、つややかな肌へと導く。
●油溶性ビタミン C 誘導体（テトラヘキシルデカン酸アスコルビル＊）
安定性があり肌に浸透しやすい。
●コメヌカ油エキス＊
米ぬかに含まれるポリフェノール「γ-オリザノール」を含む。
肌なじみがよく、メイクの油分を落とし、肌をソフトにして保湿。

*保湿成分として

◆ワイルドローズ フォーミングクレンザー 200ｍL 3,200 円（税抜）

洗顔

石鹸成分は含まれておらず、天然由来の洗浄成分でやさしく泡立てながら
軽いメイクよごれや皮脂よごれを取り除きます。
さわやかな洗い上がりで、やわらかな肌に導きます。
【主要成分】
●ワイルドローズオイル（カニナバラ果実油＊）
肌を保湿しやわらかく保つ。肌の表面に薄い膜状となり、表皮をなめらかにし、つややかな肌へと導く。
●シデリティスエキス（シデリチススカルジカ花／葉／茎エキス＊）
「マウンテンティー」と呼ばれ、ギリシャでは昔から愛飲されているハーブ。
●油溶性ビタミン C 誘導体（テトラヘキシルデカン酸アスコルビル＊）
安定性があり肌に浸透しやすい。

*保湿成分として

◆ワイルドローズ モイスチャライジングローション 150ｍL 3,800 円（税抜）

化粧水

*1

ワイルドローズエキス（カニナバラ果実エキス ）を含んだ保湿化粧水。アルコールフリー。
すばやく浸透*2 し、肌の水分バランスを整えながら潤いとなめらかな輝きをまとった素肌へと導きます。
【主要成分】
●ワイルドローズエキス（カニナバラ果実エキス＊1）
透明感のある肌へ導く、コレス ナチュラル プロダクトのアイコニックな成分。
●キュウリ果実エキス＊1
潤いを与えながら、お肌を引き締める。
●リゾレシチン＊1
人の細胞の中にも存在するリン脂質、レシチンを加水分解、脂肪酸をとりのぞいて低分子化したもの。
細胞膜の組成と似ている成分のため、お肌の膜のように、乾燥などの外的刺激から肌を守ります。
●インペラータ シリンドリカエキス（チガヤ根エキス＊1）
砂漠の水分が少ない地域に生息し、特殊な細胞メカニズムにより自ら水分を生成する植物のエキス。
肌の水分バランス整え、潤いを与える。

◆ワイルドローズ H2 フェイスミスト 100mL 4,200 円（税抜）

*1 保湿成分として
*2 角質層まで

化粧水

ローズウォーター（ダマスクバラ花水*1）配合で日中の乾燥対策や、メイク後の潤い補給に。
ヒアルロン酸 Na＊1 で保湿しながら、オレンジフラワーウォーター（ビターオレンジ花水*2）で肌を整えます。
【主要成分】
●ローズウォーター（ダマスクバラ花水*1）
ダマスクローズの蒸留水。乾燥を防ぎ、肌に潤いとつやを与えます。天然のダマスクローズの甘い香り立ち。
●オレンジフラワーウォーター（ビターオレンジ花水*2）
肌のキメを整え、明るい肌へ。
●ローズオイル（ダマスクバラ花油*1）
エイジングケア＊3 にもおすすめの成分。肌に潤いとつやをあたえます。
●インペラータ シリンドリカエキス（チガヤ根エキス*1）
砂漠の水分が少ない地域に生息し、特殊な細胞メカニズムにより自ら水分を生成する植物のエキス。
肌の水分バランス整え、潤いを与える。
●ヒアルロン酸 Na*1
保水力に満ち、角質層を潤しながら、油分とは違うしっとりした質感を引き出します。
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*1 保湿成分として
*2 整肌成分として
*3 年齢に応じたお手入れのこと
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ブランドのルーツはギリシャ最古の薬局に
ギリシャは地理的、地形的、気候的にハーブが育つ環境として非常に優れ
ており、自生する約 6,500 種のうち 1,200 種はギリシャ固有のもの。食品とし
てはもちろん、日常のケアや医療的な観点からも、ハーブが根付いています。
アテネ大学の薬学生だったジョージ・コレスは、1988 年にギリシャ最古のホ
メオパシー薬局で働き始めました。
そして、ハーブから抽出したエキスで 3,000 種以上のレメディ（処方薬）を作
るなどの経験から、天然由来成分が持つ力に確信を得ていきました。
1992 年、ジョージはその薬局を買い取り自身でビジネスをスタートさせ、
1996 年にコレス ナチュラル プロダクトを立ち上げました。

＜ジョージ・コレスが勤務し、後に買い取った
ギリシャ最古のホメオパシー薬局＞

ハーブがもつ植物の力と、提携農家の支援
コレス ナチュラル プロダクトは、生育土壌や気候、収穫時期にこだわったハーブを、提携
先の農場から仕入れています。コレス ナチュラル プロダクトには、ハーブハンターと呼ば
れるハーブの専門家も所属しており、彼のチェックを通した有効的、効果的なハーブを製品
に取り入れています。
なお、コレス ナチュラル プロダクトが使用しているハーブはすべて提携農場から取り寄せ
たもの。自社農園ではない理由があり、地元の組合の経済的、技術的な面でのサポートが
できる点や、タバコを生産していた農家・刑務所内にある農場など、ギリシャ国内のあらゆ
る提携先を、エシカルな面でもサポートしています。
＜創立者 ジョージ・コレス＞

生物学、薬学、皮膚科学の観点からの研究
こだわり抜いて選ばれたハーブの持つ力をさらに効果的なものとするため、コレス ナ
チュラル プロダクトは研究も欠かしません。
アテネに設けられた 6,500 ㎡の敷地がある本部と、13,000 ㎡の土地に設けられたラ
ボラトリーで、国際科学者協会に認定を受けた教授、科学者を交えて、生物学、薬学、
皮膚科学の観点からも、日々研究を重ねています。
また、ジョージ・コレスの出身でもあるアテネ大学薬学部と提携し、ギリシャで類を見
ないハーブの抽出システムを確立。ハーブが最も有効的な状態で、さらに環境にやさ
しい方法を完成させ、1 つのハーブから最大 11 もの有効的な成分を抽出することに
成功しました。ギリシャで他に類を見ないこのシステムは、有効的かつ自然にも配慮
されており、創立者ジョージ・コレス、およびコレス ナチュラル プロダクトのもつ信念
が反映されていると言えます。

＜アテネのコレス ナチュラル プロダクト本社＞

商品概要
■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト
■商品名/容量/価格/販売名：
ワイルドローズ バイフェーズ オイル 30mL 6,500 円（税抜） ＜販売名：コレス バイフェーズ フェイスオイル ＷＲ＞
ワイルドローズ クレンジングオイル ペタルイン 150mL 3,800 円（税抜） ＜販売名：コレス クレンジングオイル ＷＲ＞
ワイルドローズ フォーミングクレンザー 200mL 3,200 円（税抜） ＜販売名：コレス フォーミングクレンザー ＷＲ＞
ワイルドローズ モイスチャライジングローション 150mL 3,800 円（税抜） ＜販売名：コレス 保湿ローション ＷＲ＞
ワイルドローズ H2 フェイスミスト 100mL 4,200 円（税抜） ＜販売名：コレス Ｈ２ フェイスミスト ＷＲ＞
■発売日：2019 年 7 月 3 日（水）
■フィッツオンラインストア コレス ナチュラル プロダクト公式ページ：https://fitsonlinestore.com/f/korres-rose
≪お問い合わせ≫
株式会社 フィッツコーポレーション PR チーム
TEL：03-6892-1331 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F
http://www.fits-japan.com/
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