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廃棄部位を有効活用、棘・茎の成分と、6 種のバラの花びらの成分配合 

バラ園生まれのスキンケア「フリーリア」リニューアル発売 

人と地球に優しさと美しさを。使い続けることで喜びを 

 

株式会社ナリス化粧品(本社：大阪市福島区 代表

取締役社長：村岡弘義)は、1999 年から日本生活

協同組合連合会で販売しているエイジングケア化粧品

※1「フリーリア」を 2022 年 9 月 1 日にリニューアル。全

5 品の販売を開始します。今年は、コープ化粧品が誕

生から 45 周年を迎える年であり、その節目に合わせ、

累計販売数 1500 万個を超える(15,391,949 個/2022

年 3 月末)No.1※２シリーズの「フリー

リア」を刷新し、使用者の満足度向

上を目指します。 ※1 年齢に応じた

化粧品のこと。  ※２  2021 年４月～

2022 年 3 月フリーリアメイクを含む出荷金

額。 

 

触れた瞬間の心地よさと、使い続けることで感じる喜びを追求 

「フリーリア」は、コープ化粧品が掲げる「5 つの大切」、組合員の声を中心にした「安全安心の商品開発」「持続可能な商品づくり」

「知りたいことをわかりやすく伝える」「適正価格」「植物原料」を実現するブランドとして、専用バラ園の国産の生バラを使用した化

粧品として 1999 年 9 月に東海コープから化粧水 2 種で先行発売。その 1 年後に全国デビューを果たしました。その後、５回

のリニューアルで、スキンケアのベーシックアイテム、スキンケアのスペシャルアイテム、美白のスキンケアアイテム、メイクアイテム、UV ア

イテムと 20 を超えるアイテム数までラインナップを拡大し、コープ化粧品の No.1※2 ブランドに成長。今回、フリーリアでも主力ライ

ンであるスキンケアのベーシックアイテム 5 品を刷新し、リニューアル発売します。今回のリニューアルで最も大切にしたのは、初めて

使った瞬間に感じるつるつるしたハリつや感と、使い続けることで肌が明るく変化する２つの喜び。使い続けるほどに、もっと使い続

けたいと思える化粧品であることを目指しています。 

 

人と地球に優しさと美しさを。専用バラ園のバラの棘・茎と、バラの花びらの成分から生まれたスキンケア。 

「フリーリア」のバラは、当社が所有する専用バラ園、宮城県登米市の「ナリス 

ローズガーデン」で生まれます。敷地面積約 1 万坪 10,000 株以上のバラを

栽培するバラ園では、専門職のスタッフが、機械でなく人の手摘みで、最も適し

たタイミングを見計らい、花を傷つけることなく採取し、鮮度の高いバラのみを選

定。「レディラック」「ダブルデライト」「ブラックゴールド」「ゴールデンハート」「正雪」

の 5 種のバラに加え、今回、杏色のバラ「キャラメルアンティーク」※3 から採れ

る成分を初めて配合。年間約 6t の国産の生バラを「低温低圧蒸留」という

特殊な抽出方法により抽出。3kg、約 600 輪の花びらから 1g しか取れない希

少な成分を搭載しています。さらに、今まで廃棄していたバラの棘・茎から抽出に

成功した新成分を初めて配合。可能な限り、廃棄する部分を減らして有効活用することで、継続的に人にも地球にも優しさと美

しさを提供し続けられる製品開発を行います。※3 作出 コルデス社 
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News Release 

 

バラの棘・茎 キャラメルアンティーク 



 

～国産バラの恵みを素肌に 透明感あふれるハリつや肌へ～ 

全品 ローズ水（ハイブリッドローズ花水/水性基剤）・バラ花びらエキス（ハイブリッドローズ花エキス/保湿成分）・バラ棘茎エキ

ス（ロサヅブレデリグト茎エキス/保湿成分）配合。 

香料・着色料・パラベン（防腐剤）無配合。※配合成分による香りと色がついています。 

商品名 容量 価格 特長 

フリーリア  

クレンジングクリーム E 

 

 

150g 1,600 円 

（税抜） 

1,760 円 

（税込） 

●落ちにくいメイクや毛穴の汚れもするんと落とす W 洗顔不

要のクリームタイプのクレンジング。 

〇とろけるクリームが、肌をいたわるように素早くメイクとなじ

み、落ちにくいメイクも毛穴の奥の黒ずみもきちんと落としま

す。 

〇美容液成分 89％※４の、しっとり洗いあがるクリームタイ

プ。なめらかな仕上がりです。 

・植物性クレンジング成分（メドウフォーム油/保湿成分）

で、やさしく潤します。 

・海泥（タナラクレイ/洗浄成分）配合で、汚れを包み込ん

で落とします。 

・海藻エキス（マコンブエキス/保湿成分）配合で、潤いなが

ら汚れを落とします。 

フリーリア  

ダブルクレンジング E 

（メーク落とし・洗顔

料） 

 

120ｇ 1,500 円 

（税抜） 

1,650 円 

（税込） 

●きめ細やかな豊かな泡が肌を包む W 洗顔不要の泡立て

るタイプのフォーム状のメイクも落とせる洗顔料。 

〇弾力のある泡が肌を包み込み、余分な皮脂や毛穴の汚

れをすっきり落とします。 

〇肌に負担をかけずにメイクを落とし、すっきり洗い上げます。 

・ソフトクレンジング成分（イソドデカン/洗浄成分）配合で、

すっきり洗いあげます。 

・植物性うるおいキープ成分（シロキクラゲ多糖体/保湿成

分）・ローヤルゼリーエキス（保湿成分）配合で、すっき

りと落としながらも、うるおい感のある洗いあがりです。 

フリーリア  

フェイスクリア E 

（ふきとり用化粧水） 

180ｍL 1,900 円 

（税抜） 

2,090 円 

（税込） 

●くすみの原因となる古い角質をやさしくふき取り、肌をやさし

く整えながら、透明感を与えるふきとり化粧水。 

〇美容液成分99％※４。毎日の洗顔後に優しくふき取るだ

けで、透明感あふれる明るい肌に導きます。 

〇ふき取る時の摩擦を抑えるなめらかタッチ処方。やさしい肌

あたりで、摩擦感少なくふき取れます。 

・植物性なめらかふきとり成分（セイヨウシロヤナギ樹皮エキ

ス/保湿成分）配合。仕上がりの肌はつるつるに。 

・導潤成分（グルタミン酸Ｎa/保湿成分）配合で、肌を潤

しながらふき取れます。 

・リンゴ酸（保湿成分）配合で、つるつるとした肌に。 

フリーリア  

モイストアップ ローション

E 

 

150ｍL 1,900 円 

（税抜） 

2,090 円 

（税込） 

●とろりとしたリッチなテクスチャーでありながら、角質層のすみ

ずみまで浸透する高保湿化粧水。 

〇iPF 高圧ナノテクノロジー採用で高い保湿力と、べたつきの

ない心地よい使用感を実現。 

〇美容液成分99％※４で、もっちりとしたハリ感を感じ、使う

ほどにぷるぷる肌に。 

・iPF リキッド FR(イソステアリン酸イソステアリル・ジラウロイル

グルタミン酸リシン Na・ステアリン酸スクロース・PEG-50 水

添ヒマシ油/保湿成分)配合で、心地よい使用感。 

・ザクロエキス（ザクロ果実エキス/保湿成分）・ローヤルゼリ

ーエキス（保湿成分）ローズヒップエキス（カニナバラ果

実エキス/皮膚保護成分）などの植物成分配合でやさし

くうるおいます。 

・３種のヒアルロン酸、密着型ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒド

ロキシプロピルトリモ二ウム）バリア型ヒアルロン酸（ヒアル

ロン酸 Na）高保湿ナノヒアルロン酸（加水分解ヒアルロ

ン酸/すべて保湿成分)配合で、もっちり感のある肌へ。 

 



 

※４ 美容液成分の中には、水を含みます。 

 

【フリーリアの歩み】 

植物の自然の力を生かした国産の「産地が見える」化粧品を開発した

いという日本生活協同組合連合会の思いと、当社のバラエキスの研究が

結びつき、1999 年に東海コープで地区先行発売で誕生したのが、「フリ

ーリア」。当時は、しっとりタイプとさっぱりタイプの化粧水 2 種だけのシリー

ズでした。 

 

当社は、1932 年の創業当時

から、自社に研究開発部門を

持ち、独自の化粧品研究を重

ねてきました。自然の力を活か

した植物成分の開発に注力

し、40 種を超えるオリジナル成

分を持ちますが、なかでもバラの

成分開発においては、1994

年に発売した主力スキンケアシ

リーズに配合した独自のバラエキスで、1996 年に社団法人大阪工研協

会の工業技術賞を受賞しています。 

 

2000 年に２品で全国発売した「フ

リーリア」は、2001 年にアイテムを増やし、ラインナップを増やしました。その後は、2002 年、

2005 年、2008 年、2013 年、2017 年と５回のリニューアルで、さらにラインナップを拡充

し、スキンケアだけでなく、日焼け止めや、ベー

スメイク・ポイントメイクまでそろえるシリーズに成

長し、コープ化粧品を代表するシリーズに成

長。今年３月時点で累計販売個数は

1500 万個を突破。多くの人に

使用されるシリーズとなりました。 

 

当社は、宮城県登米市にある

専用バラ園で、バラエキスの開発以降、バラの力を活かした成分の開発に成

功し、現在は 6 種のオリジナルのバラの成分を保有。過去 20 年以上に渡

り、研究や抽出のための栽培を行い、「フリーリア」の開発に生かしています。 

 

フリーリア 

モイストアップ

ミルク E 

 

85ｇ 1,900 円 

（税抜） 

2,090 円 

（税込） 

●しっとりとしたすべすべ肌に整えるバラ色のジェル状乳液。 

〇肌の黄ぐすみ（古い角質や、乾燥などにより肌が黄色くく

すむ現象）に着目したバラ子房エキスカプセル（ハイブリッ

ドローズ子房エキス/保湿成分）配合、血色感があり、透

き通るような明るい肌を目指します。 

〇美容液成分 86％※４。べたつきを抑えながらもしっとりとし

た使用感です。 

・2 種のセラミド、ヒト型セラミド（セラミド NP/皮膚保護成

分）・グルコシルセラミド（保湿成分）配合で、肌を守り

ながら潤します。 

・植物性潤い成分のカンゾウ葉エキス配合で、やさしく潤しま

す。 

・バラ子房エキスカプセル（ハイブリッドローズ子房エキス/保

湿成分）が肌に浸透（角質層まで）します。 



 

正雪 

ダブルデライト 

ゴールデンハート 

ブラックゴールド 

キャラメルアンティーク 

参考資料 

●ナリス ローズガーデン 

宮城県登米市迫町にあるナリス化粧品が所有する、敷地面積 1 万坪を超えるバラ

園。観賞用でなく、化粧品の成分を抽出するためのバラを専用で栽培しています。ハウ

ス栽培で、化粧品用のバラ 6 種を中心に 10,000 株以上栽培しています。 

20 年を超えて、化粧品になるためのバラを育てる技術を蓄積した専門の職人による管

理、栽培、採取を行っています。 

 

手摘みによる採取で、バラを有効活用 

一般的に食用バラなどで行われる機械による花の採

取は、傷つきやすく、成分の抽出において変質するた

め、当社では、すべて手摘みでバラの香りが最も芳し

い朝、成分が最も抽出しやすいタイミングを見計らって

採取しています。花びら・がく（子房）に仕分けするこ

とによって、それぞれから成分を抽出し、バラの有効活

用に努めています。専門の技術を持った採取者によっ

て鮮度の高い状態で採取・選別していることが、国産

の生バラから、成分を抽出することに成功した秘訣で

す。 

育てられたバラは、観賞用としても十分に美しいバラですが、化粧品成分を抽出するた

めに栽培しており、少しでも廃棄する部分を減らし、バラの美しさや、その力を大切にした

いと考えています。 

 

低温低圧蒸留で、バラの成分を抽出 

ナリス ローズガーデンで栽培・採取・仕分けされた生バラは、化粧品原料化工場で成

分を抽出します。化粧品成分を抽出する際に一般的な高温の蒸留で抽出すると、香り

が変化してしまうため、気圧を下げることで、低温での蒸留を可能にし、香りを溶かし込

んだ水に蒸留する特殊な方法に成功。この製法が、無香料でも、ほのかに香るバラの化

粧品のベースになります。 

 

600輪のバラから採れるのは、1g のバラエキス 

生バラから抽出する「バラエキス」は、約 600 輪（花びらでは、約 18,000 枚）重さにすると約 3Kg の花びらから 1ｇ。国内で

もほとんど作られていない希少性の高いバラエキスは、化粧品となり、やがて肌の美しさを導いてくれます。 

 

美肌を叶える 6種のバラ 

現在、当社で製品開発に使用しているナリス ローズガー

デンのバラは、化粧品の成分として高い効果を発揮する

選び抜かれた 6 種のバラ。ピンクのバラ（レディラック・ダブ

ルデライト）、深紅のバラ（ブラックゴールド）、金色のバ

ラ（ゴールデンハート）、白いバラ（正雪/まさゆき）と、 

杏色のバラ（キャラメルアンティーク）※３。 

当社の研究では、バラは色によって発揮する効果が異な

るため、5 色、6 種のバラをブレンドし、女性の美しさを叶

えるオリジナル成分を開発。近年は、バラの花びらや子房

だけでなく、棘や茎からも成分の抽出に成功しています。 

 

※３ 作出 コルデス社 

レディラック 


