2020 年 3 月 2 日
ダブルハトムギのちからで、ゆらぎやすい肌をすこやかに整える薬用化粧水

ノエビア 99プラス 薬用エンリッチ スキンコンディショナー＜医薬部外品＞
2020 年 4 月 5 日発売
ノエビアは、素肌が本来もっている潤いを守るちからに着目したハーバルスキンケアシリーズ『ノエビア
99 プラス』から、ハトムギの薬用化粧水「ノエビア 99 プラス 薬用エンリッチ スキンコンディショナー
＜医薬部外品＞」を 2020 年 4 月 5 日に新発売します。ダブルハトムギエキスと 3 つの植物エキス、2 つの
有効成分を配合。季節の変わり目や体調の変化による、肌あれや乾燥、ニキビなどの肌トラブルを防ぎ、
透明感のあるすこやかな肌へ導きます。全国の販売店、通信販売にてご購入いただけます。
【ブランドサイト】https://n99plus.jp/

ダブルハトムギのちからをたっぷり素肌へ。

ノエビア 99プラス 薬用エンリッチ スキンコンディショナー
＜医薬部外品＞ 160mL 5,500 円（税込 6,050 円）
販売名 N 薬用スキンローション b
このような時に…
□ 化粧水をたくさん使っても、乾燥している感じがする。
□ 肌がゴワゴワして、ざらつきがある。
□ いつものスキンケアが合わなくなった。
□ 毎日の肌状態にばらつきを感じる。
□ 季節の変わり目に肌トラブルを感じやすい。

※表示価格は、希望小売価格です。

【商品特長】
◆ダブルハトムギエキス配合。肌が本来もつバリア機能をサポート
ハトムギの種子を酵母で発酵させて抽出したハトムギ発酵液*1 と、種子から抽出
したハトムギ種子エキス*2 を配合。バリア機能をサポートし、すこやかな美しい
肌へと導きます。季節の変わり目や体調の変化によってゆらぎやすい肌に。

ハトムギ発酵液
×
ハトムギ種子エキス
ハトムギ

◆3 つの植物エキスと 2 つの有効成分を配合。透明感のあるすこやかな肌へ
＜3 つの植物エキス＞ 潤いに満ちたすこやかな肌へ

＜2 つの有効成分＞ 透明感のある美肌へ
・トラネキサム酸（美白*6 成分）
・グリチルリチン酸ジカリウム（抗炎症成分）

マンダリンオレンジ *3 レモングラス*4

ダイズ *5

◆ノンコメドジェニックテスト済み※。気になるニキビを防ぐ
【ご使用法】
手やコットンにたっぷりとり、お顔全体になじませてください。普段お使いの化粧水の前に、または化粧水のかわりに
お使いいただけます。
*1 保湿成分 *2 ヨクイニンエキス *3 チンピエキス *4 レモングラス抽出液 *5 ダイズエキス *6 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ （*2～5 全て保湿成分）

※全てのかたにコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

＜マスコミの方からのお問い合わせ＞
株式会社ノエビア
カウンセリング事業部 宣伝企画グループ 鈴木・中尾・深尾・本間
〒107-0062 東京都港区南青山 1-2-6 ラティス青山スクエア 5F
TEL 03-6633-9946 FAX 03-3470-7007 MAIL news@noevir.co.jp

＜お客さまからのお問い合わせ＞
0120-401-001 【ノエビアお客さまサービス室】
https://noevirstyle.jp オンラインショップ【ノエビアスタイル】
※ノエビアスタイルでのご注文受付は、2020 年 4 月 6 日からとなります。

【
『ノエビア 99プラス』シリーズとは】
日本国内だけでなく世界の秘境といわれる土地の植物をも採取し、40 年以上にわたり、
約 2,500 種もの植物エキスを 170 種類の項目で分析。独自の植物配合論で美しい肌に
導くノエビアのハーバルスキンケアの中でも、特に保湿にこだわったのが、ロング
セラーシリーズの『ノエビア 99 プラス』です。
現代女性は、紫外線やエアコン、加齢などの影響で肌の潤いを失いがちです。潤い不足
の肌はバリア機能が低下し、シミ、しわ、たるみなどさまざまな肌トラブルを引き起こ
してしまいます。
『ノエビア 99 プラス』は、ただ潤いを与える「量」中心のアプローチ
ではなく、肌の状態を整えて、保湿の「質」を高めることに着目しました。

【
『ノエビア 99プラス』シリーズ 充実の全 15 品】
＜メイク落とし、マッサージ＆洗顔＞
3 ステップ洗顔

2 ステップ洗顔

ふきとるタイプ

きちんとお手入れしたい方におすすめのアイテムです。

クレンジング
マッサージクリーム
100g
6,000 円（税込 6,600 円）

クレンジング
ローション
160mL
3,000 円（税込 3,300 円）

洗い流すタイプ

忙しい方や簡単でさわやかな洗顔を好む方におすすめのアイテムです。

クレンジング
フォーム（ジェントル）
100g
5,500 円（税込 6,050 円）

クレンジング
マッサージゲルオイル
110g
6,800 円（税込 7,480 円）

クレンジング
フォーム（フレッシュ）
120g
6,500 円（税込 7,150 円）

＜マスク、パック＞
フェイシァルシートマスク
20 枚入(190mL) 4,500 円（税込 4,950 円）
横のびするマスクが肌に吸い付くようにフィット。
乾燥で固まった肌を潤いでほぐし、みずみずしく
きめが整った肌へ。

フェイシァルパック
70g 4,500 円（税込 4,950 円）
古くなった角質や毛穴の奥の汚れをやさしく除去し、肌を
リフレッシュ。パック後は、潤いのあるすこやかな素肌に。

＜スキンコンディショナー＞
NEW

薬用エンリッチ スキンコンディショナー＜医薬部外品＞
160mL 5,500 円（税込 6,050 円） 販売名 N 薬用スキンローション b
ダブルハトムギエキス*を配合。みずみずしい使い心地で、
すこやかな肌へ。
* ハトムギ発酵液、ハトムギ種子エキス（ヨクイニンエキス）／全て保湿成分

＜肌を整える＞
リッチ

より濃厚な使い心地

エンリッチローション
160mL 6,300 円（税込 6,930 円）
高い保水力をもつ「クインスシードニン*」
を配合し、高密度な潤いが続く肌へ。

アクア

とろみのあるテクスチャー

スキンローション（リッチ）
160mL 5,800 円（税込 6,380 円）
とろりとした濃密な滴で肌にたっぷりの
潤いを与え、しっとりなめらかな肌へ。

みずみずしいテクスチャー

スキンローション（アクア）
160mL 5,800 円（税込 6,380 円）
しっとりした使い心地でたっぷりの潤い
を与え、みずみずしいしなやかな肌へ。

* クインスシードエキス(保湿成分)

＜保護する＞
リッチ

ミルクローション（リッチ）
110g 6,500 円（税込 7,150 円）
コクのある使い心地で肌の潤いを守り、
ふっくらとしたなめらかな肌へ。

クリーム（リッチ）
35g 7,000 円（税込 7,700 円）
こっくりとしたクリームが肌を潤いの
ベールで包み、つややかな肌へ。

アクア

ミルクローション（アクア）
110g 6,500 円（税込 7,150 円）
やわらかな使い心地で肌の潤いを守り、
ふっくらしなやかな肌へ。

クリーム（アクア）
35g 7,000 円（税込 7,700 円）
みずみずしいクリームが肌を潤いの
ベールで包み、すこやかな肌へ。

※表示価格は、希望小売価格です。

