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コレス
美肌菌*1 に着目し、本物のギリシャヨーグルト*2 を配合！
ヨーグルトシリーズに新作スキンケア登場
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、2020 年 7 月 4 日（土）、ギ
リシャのブランド「コレス」の人気スキンケア「ヨーグルトシリーズ」より、クレンザー、セラム、クリーム
の新商品 3 種を発売いたします。
*1：皮膚微生物叢の自社定義
*2：ヨーグルト（皮膚コンディショニング成分）

2020 年
7 月 4 日（土）
発売

最高の肌に

！4

コレスについて
コレスは、こころとからだを心地よく保つために、
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。
効力がありながらも、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。

美肌菌*1 って？
私たちの肌には、様々な微生物が常在し、肌を健やかに保つために重要な役割をしています。
その皮膚の常在菌叢、”美肌菌*1”は繊細で、大気汚染や、スモッグ、紫外線、ストレス、生活リズム、疲労、
睡眠不足等によりバランスが崩れることがあります。
このバランスが崩れると、肌トラブルを起こしやすくなります。
*1：皮膚微生物叢の自社定義
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ア
ヨーグルトシリーズ
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栄養価の高いギリシャヨーグルト*2 は世界的にも美容、健康に良いとされています。
ギリシャヨーグルト*2 は、私たちの肌の美肌菌*1 を保つ自然の秘訣なのです。
コレスは肌を健やかに保ちながら、紫外線や大気中のチリやほこり・乾燥などの
外的ストレスから肌を守るヨーグルトの力に着目し、製品化を行いました。
ヨーグルトシリーズでは、全ての製品にギリシャヨーグルト*2 を配合。
コレスでは、本物のヨーグルトをそのまま配合する技術を持っています。
【シリーズ全 4 種共通成分】
●ヨーグルト *皮膚コンディショニング成分
本物のギリシャヨーグルト*2 を配合。コレスでは、本物のヨーグルトをそのまま配合する技術を持っています。
●乳酸桿菌 *皮膚コンディショニング成分
角質を柔軟にし、肌を滑らかにします。肌を引き締め、保湿しながらトーンアップします。
●海水、海藻エキス（ラミナリアディギタータエキス） *皮膚コンディショニング成分
浸透*3 がよく、ミネラル、ビタミンやアミノ酸を含み、肌を保湿し、引き締めます 。
●α-グルカンオリゴサッカリド *皮膚コンディショニング成分
別名グルコオリゴ糖。肌を保湿しコンディションを整えます。

*1：皮膚微生物叢の自社定義
*2：ヨーグルト（皮膚コンディショニング成分）
*3：角層まで

商品詳細
コレス ヨーグルト クレンザー⇒コレス ヨーグルト セラム⇒ コレス ヨーグルト クリームの順にお使いください。
◆コレス ヨーグルト クレンザー 150mL 3,600 円（税抜）
*4

洗顔料

*5

洗い流した後の柔らかで明るい 透明肌 に感動！
滑らかで肌あたりの優しい洗顔料です。
保湿成分（乳糖・グリセリン）配合で洗顔後も肌の潤いを保ちます。
また、軽いメイクアップをすっきりと落としながらも、古い角質を除去し、
明るい*4 透明肌*5 を目指せる洗顔料です。
*4：肌印象のこと
*5：汚れが落ちキメの整った肌印象のこと

【成分】
●ハニーサックル花エキス、スイカズラ花エキス *皮膚コンディショニング成分
肌荒れを防ぎ、肌をなめらかに導きます。肌の収れん作用があります。
●ホエイタンパク

*皮膚コンディショニング成分

●クロレラエキス

*皮膚コンディショニング成分

【使用方法】
10 円玉強の量を手のひらや泡立てネットに出し、泡立てて洗顔にご利用ください。
洗顔後は水またはぬるま湯で洗い流してください。

◆コレス ヨーグルト セラム 30mL 6,300 円（税抜）

美容液

*3

ひんやり感覚、すぅーっと浸透 ！
ギリシャヨーグルト*2 とグルコオリゴ糖*6 を配合した美容液。
ストレス肌*7 や敏感肌をいたわり、健康的でツヤとハリのある肌へと導きます。
【成分】
●乳酸 *皮膚コンディショニング成分
肌を保湿し、コンディションを整えます。

*2：ヨーグルト（皮膚コンディショニング成分）
*3：角層まで
*6：αグルカンオリゴサッカリド
*7：乾燥などにより

●アスコルビン酸 *皮膚コンディショニング成分
ビタミン C が肌を保湿し、整えます。

●植物性成分（ヒマワリ種子油、レウコノストック/ダイコン根発酵液、ハニーサックル花エキス、スイカズラ花エキス、サルビアヒスパニカ
種子油、ポリムニアソンチホリア根汁）

*皮膚コンディショニング成分

肌を保湿し、柔らかくし、健康的な肌に導きます。
●尿素、ヒアルロン酸 Na、グリセリン

*皮膚コンディショニング成分

●ビサボロール、ショウガ根エキス *皮膚コンディショニング成分
肌荒れを防ぎ、肌をなめらかに導きます。肌の収れん作用があります。
ビサボロールは、カモミール（カミツレ）の精油に含まれる成分です。
【使用方法】
洗顔後の清潔な肌に 2,3 滴、塗布してください。首にもお使いいただけます。

≪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
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Press Release
株式会社フィッツコーポレーション

http://www.fits-japan.com

商品詳細
◆コレス ヨーグルト クリーム

40mL 4,500 円（税抜）

やみつきになる溶けるようなテクスチャーで、
素早く肌に浸透*3 し潤いを与えます。
ストレス肌*7 や敏感肌をいたわり、なめらかでつややかな肌へ。
保湿後のお化粧のりも良くなります。
全ての肌タイプの方にご利用いただけます。
【成分】
●プロパンジオール、グリセリン

クリーム

*3：角層まで
*7：乾燥などにより
*3：角層まで

*保湿成分

●植物性保湿成分（チャボトケイソウ種子油、アロエベラ葉汁、ハニーサックル花エキス、スイカズラ花エキス、クロレラエキス）
*皮膚コンディショニング成分

肌を保湿し、柔らかくし、健康的な肌に導きます。
●ビサボロール、ショウガ根エキス *皮膚コンディショニング成分
肌荒れを防ぎ、肌をなめらかに導きます。肌の収れん作用があります。
ビサボロールは、カモミール（カミツレ）の精油に含まれる成分です。
【使用方法】
パール大程度の量を洗顔後清潔な肌に、目の周りを避けて塗布してください。首にもお使いいただけます。
冷蔵庫で冷やしておくと、ひんやりとした感覚をお楽しみいただけます。

好評発売中
◆コレス ヨーグルト フェイスマスク 100mL 5,900 円（税抜）
洗い流すフェイスマスク。
ストレス肌*7 や敏感肌をいたわり、健やかに保ちます。
夜のケアにも、お化粧前のお手入れにもおすすめです。

フェイスマスク

*7：乾燥などにより

【成分】
●植物性保湿成分（アンズ核油、スクワラン、アーモンド油、シア脂、ヒマワリ種子油、アロエベラ葉汁）
肌を保湿し、柔らかくし、健康的な肌に導きます。

*皮膚コンディショニング成分

●ビサボロール、ショウガ根エキス *皮膚コンディショニング成分
肌荒れを防ぎ、肌をなめらかに導きます。肌の収れん作用があります。
ビサボロールは、カモミール（カミツレ）の精油に含まれる成分です。
【使用方法】
洗顔後清潔な肌に、目の周りを避けたっぷり塗布してください。
10 分～15 分後に水またはぬるま湯で洗い流してください。
ナイトマスクとしてもお使いいただけます。
就寝前に厚く肌の上に伸ばしてそのままおやすみください。
翌朝にはふっくらとした肌になります。

商品概要
■ブランド名：コレス（英語表記：KORRES） ※ブランド名正式表記が「コレス」「KORRES」に変更となりました。
■商品名/容量/価格/販売名：
コレス ヨーグルト クレンザー/150ｍL/3,600 円（税抜） ＜販売名：コレス ＹＧクレンザー＞
コレス ヨーグルト セラム/30ｍL/6,300 円（税抜） ＜販売名：コレス ＹＧセラム＞
コレス ヨーグルト クリーム/ 40ｍL/4,500 円（税抜） ＜販売名：コレス ＹＧ Ｇクリーム＞
■発売日：一般発売 2020 年 7 月 4 日（土）
先行発売 2020 年 6 月 24 日(水) 伊勢丹新宿店 地下 2 階ビューティアポセカリー
■フィッツオンラインストア コレス公式ページ：https://fitsonlinestore.com/c/korresnaturalproducts
＊株式会社フィッツコーポレーションはコレスの日本正規代理店です。
≪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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