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2021 年 8 月 19 日 

販売個数累計 480万個突破※１の角層ケアブランド「ネイチャーコンク」 

計画比 126％※2、薬用シワ改善ジェルクリーム全国展開 
ナイアシンアミド配合で、表皮と真皮へ W アプローチ 

 
株式会社ナリス化粧品（代表取締役社長：村岡弘義 本社：大阪市福島区）は、ドラッグストア・量販店流通で展開する

ナリスアップブランドの、角質ケアブランド「ネイチャーコンク」の「薬用 リンクルケア ジェルクリーム」を 2 月 10 日から一部のドラッグ

ストアと公式オンラインショップで発売していますが、発売後半年で計画比 126％※２の実績から、全国のドラッグストア・量販店

での販売を開始します。乾燥や肌荒れが、ますます気になるこれからの季節に向けて 9 月 10 日（メーカー出荷日）から展開し

ます。※1 2021 年 7 月末現在 ※2 2021 年 4 月～6 月実績 

 

薬用美白※3とシワ改善、肌荒れ予防を 1品で対応する多機能ジェルクリーム 

「ネイチャーコンク 薬用 リンクルケア ジェルクリーム」は、シワ改善と美白有効成分として「ナイアシンアミド」を配合。1 品で女性の 2 大

肌悩みであるシミにもシワにも対応できる、濃密ジェルクリームです。マスク着用による肌荒れが季節を問わない悩みになった昨今ですが、

夏の肌疲れが表れやすく、乾燥が特に気になるこれからの季節の女性の肌悩みに寄り添います。また、乳液・美容液・クリーム・アイクリー

ムと 1 品 4 役。化粧水の後に 1 品使用するだけでスキンケアは完了。スキンケア時間は短くとも、贅沢なスキンケア時間を提供します。 

 
2021 年 2月に新登場、計画比 126％※２ 

2013 年にデビューした「ネイチャーコンク」は、販売個数シリーズ累計 480 万個を突破※１。既存品の「薬用 クリアローション」「薬用 

クリアローション とてもしっとり」「薬用 クリアモイスト ジェルクリーム」「薬用 ふきとり化粧水シート」「薬用 フットケアローション」のライン

ナップでブランドを成長させてきました。新製品として、今年 2 月 10 日に一部のドラッグストアに限定して発売した「薬用 リンクルケア 

ジェルクリーム」は計画比 126％。※２ 

使用感で選べるふきとり化粧水と、「肌荒れ・ニキビ予防・美白※3」もしくは「シワ改善・美白※3」の目的を選べるジェルクリームを組み合

わせることによって、季節や肌のコンディションの変化だけでなく、性別や年齢を超えて「植物の力で肌も心も 明るく強く美しく」を提供し

ていきます。※3 メラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすを防ぐこと。 
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お客様からのお問い合わせ先 

ナリス化粧品 お客様相談窓口 

TEL:0120-32-4600 
 

商品名：ネイチャーコンク 

薬用 リンクルケア ジェルクリーム 

販売名（医薬部外品）： 

薬用ジェルクリームＷＲ １  

容量：80g 

価格：オープン価格 

参考価格：1,346 円（税抜） 

1,480 円（税込） 

 

 

発売日：2021 年 1 月 21 日 
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【ネイチャーコンク その他ラインナップ】 
薬用 クリアローション ＜医薬部外品＞  
販売名：薬用ローション W 10  
内容量：200ｍL 〔リフィル〕180ｍL   
価格：オープン価格  
参考価格：850 円（税抜）935 円（税込） 

〔リフィル〕700 円（税抜）770 円（税込） 

薬用 クリアローション とてもしっとり ＜医薬部外品＞ 
販売名：薬用ローション W9 （高保湿タイプ） 
内容量：200ｍL 〔リフィル〕180ｍL   
価格：オープン価格  
参考価格：850 円（税抜）935 円（税込） 

〔リフィル〕700 円（税抜）770 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬用美白※３＆肌荒れ防止 保湿もできるふきとり化粧水。古い角質をケアすることで美容成分(保湿成分)の浸透をサポート。 

～植物のチカラで、毎日調子のいい肌続く～ 

・使うほどに透明感。しっとり、なめらかな肌に導きます。 

・毛穴の黒ずみ、くすみ、乾燥の原因となる古い角質をやさしく取り除きます。 

・アルコールフリー、無香料、無鉱物オイル、無タール系色素、弱酸性 

●Wの有効成分配合 プラセンタエキス(1)（美白有効成分）・グリチルリチン酸ジカリウム（抗炎症有効成分） 

●透明感を高める天然由来の保湿成分配合 ヨクイニンエキス・月見草エキス・サボンソウエキス・ユキノシタエキス・ヒアルロン酸 

 

商品名：ネイチャーコンク 薬用 リンクルケア ジェルクリーム ＜医薬部外品＞ 販売名：薬用ジェルクリーム WR 1 

内容量：80ｇ  価格：オープン価格 参考価格：1,346 円（税抜）1,480 円（税込） 

 

 

 

 

 

薬用美白※3＆シワを改善する ジェルクリーム。 

表皮と真皮にWアプローチ。出来てしまったシワを改善し、潤ってハリのある肌に。 

～植物のチカラで、毎日調子のいい肌続く～ 

・ネイチャーコンク 薬用クリアローションの後に使うだけでスキンケア完了 

 

 

 

・肌悩みを解決。べたつかないのに、リッチに潤います。 

 

 

 

 

・アルコールフリー、無香料、無鉱物オイル、無タール系色素、弱酸性 

●シワ改善有効成分配合 

 ナイアシンアミド（シワ改善・美白有効成分） 

●植物のチカラで、ハリのある潤いに満ちた角層に。 

 〔角質ケア成分（保湿成分）〕月見草油・グリチルリチン酸ジカリウム 

 〔うるおいバリア成分（保湿成分）〕ツボクサエキス・ハイビスカスエキス（２）・ユズセラミド 

 〔ハリつや成分（保湿成分）〕アマニ油（フラックスシードオイル）・浸透型コラーゲン（コラー

ゲン・トリペプチド F）・ヒアルロン酸 

〔効果効能〕シワを改善する。メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚

にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 
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※３ 



薬用 クリアモイスト ジェルクリーム  

＜医薬部外品＞  

販売名：薬用ジェル W７ 

内容量：100ｇ   

価格：オープン価格  

参考価格：980 円（税抜）1,078 円

（税込） 

薬用 ふきとり化粧水シート 
＜医薬部外品＞  
販売名：薬用ふきとりシート W1 
内容量：15 枚入り  
価格：オープン価格 
参考価格：500 円（税抜）550 円
（税込） 
 

薬用 フットケアローション 

＜医薬部外品＞  

販売名：薬用ローション S8 

内容量：40ｍL  

価格：オープン価格 

参考価格：730 円（税抜）803 円

（税込） 

 

 

 

 

  

薬用美白※3＆肌荒れ防止 毛穴ケアも
できるジェルクリーム。 
毛穴周辺のキメを潤いで満たし、毛穴の
目立ちにくいつるんとした肌に。 
・ネイチャーコンク 薬用 クリアローションの
後に使うだけでスキンケア完了 
・べたつかないのに、リッチに潤います。 
●Wの有効成分配合 
プラセンタエキス(1)（美白有効成分）・
グリチルリチン酸ジカリウム（抗炎症有効
成分） 
●植物のチカラで、潤いに満ちた角層に。 
●ノンコメドジェニックテスト済み 
※全ての方にニキビができないわけではあ
りません。 
 

素肌を磨き上げる薬用全身美白※３シ
ート。 
古い角質をふきとることで透明感がアッ
プします。 
・ふきとり化粧水をたっぷり含んだ柔らかい 
3 層構造のシートが、古い角質をすっきり 
取り除き、顔も身体もうるつる肌に導きま 
す。 
・くすみや乾燥の原因となる余分な古い角 
質や毛穴汚れだけでなく、ニオイのもととな 
る汗・汚れ・古い角質・べたつきなども取り 
除きます。 
・顔、デコルテなどの全身ケアに。うなじ、
腕、脇の下、背中、脚、デリケートゾーン
付近にも使用できます。 

硬くなったかかとに保湿と角質ケアのW
アプローチ。 
2種の有効成分でひび割れを防止しま
す。 
・手を汚さずに使えるスポンジ付き容器
で、気になる部分をピンポイントケア。 
・ローションタイプですーっと浸透。べたつか 
ない使用感で、やわらかなかかとに。 
・茶エキス配合（保湿成分）。 
・ハーバルグリーンの香り。気になるにおい
をカバーします。 

 


