
セールス＆マーケティング事業を展開する株式会社ニューポート（所在地︓東京都渋⾕ / 代表︓ケビン・マコーリフ）は、2019年6⽉より
⽶国発プロフェッショナル・スキンケアブランド「dermalogica®（ダーマロジカ）」の販売を開始いたします。

世界中のプロフェッショナル・スキンセラピストに⽀持され続けている「ダーマロジカ」は、⾃然のちからと科学を融合させた独⾃のフォーミュラにより
開発されたスキンケアブランドです。環境と消費者の安全に関し世界最⾼レベルの基準を持つ⽶国カリフォルニア州で製造されています。肌の
健康を徹底的に配慮したクリーンな成分技術と、独⾃の教育プログラムを採⽤したトリートメントテクニックにより、あらゆるタイプの肌を健康な
状態にまで導きます。株式会社ニューポートは「ダーマロジカ」の主⼒製品を30品⽬以上揃え、2019年6⽉17⽇に公式オンラインストアにて
販売を開始いたします。

⽶国発プロフェッショナルスキンケアブランド
「dermalogica® ＜ダーマロジカ＞」

2019年6⽉に遂に⽇本本格上陸

- 株式会社ニューポートによる国内BtoC事業を展開開始 -

「ダーマロジカ」は、ブランド創業者のジェーン・ワーワンドにより、スキンセラピストの教育機関 IDI (International Dermal Institute / イ
ンターナショナル・ダーマル・インスティチュート)から派⽣したプロフェッショナル・スキンケアブランドとして、1986年にカリフォルニアで誕⽣しました。
肌を「美しく」ではなく「健やか」にすることを第⼀の理念とし、創業以来100カ国以上、20,000を超えるサロンやスパ、⼩売店で販売されてい
ます。

※価格帯︓ クレンジング 5,400円〜 6,200円、化粧⽔ 5,700円〜6,200円、マスク 6,200円〜8,200円、美容液 8,300円〜
13,700円、保湿剤 5,800円〜12,700円

2019年6月17日
株式会社ニューポート

PRESS RELEASE

肌をきたえるスキンケア。
肌に、ミラクルは起きない。

肌を健康にするために、肌の状態をしっかりと把握し、
最適なケアで肌そのものをきたえること。

私たちは、それこそが理想の肌への唯一のルートだと信じています。

ダーマロジカは、肌の状態をフェイスマッピングで分析、
肌にとって本当に必要な成分を見極め、

30種類以上の製品から最適なものを組み合わせたスキンフィットネスプランを作成。
あなたの肌を健康的なレベルへと引き上げます。

プロのスキンセラピストに選ばれたトップブランドとしての実力と、
厳しい基準で選ばれた自然由来の原料、

根拠のある科学的アプローチで、着実に結果を出していく。

真の美しさとは、自分で美しくなることのできる力。
ダーマロジカ。肌に、誰よりも真摯に向き合うあなたのためのスキンケアです。
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情報解禁⽇︓2019年6⽉17⽇（⽉）正午PRESS RELEASE

• 変性アルコールフリー
• 動物実験⾮実施

• 汚染されにくいパッケージ ＊1

• 簡素なパッケージ
• ジェンダーニュートラル

• 鉱物油不使⽤
• コメドジェニック原料不使⽤ ＊2

• ⼈⼯⾹料不使⽤
• D&C着⾊料不使⽤

• ラノリン不使⽤
• ヒドロキノン不使⽤

• パラベンフリー
• フタル酸不使⽤
• マイクロプラスチック不使⽤

• ナノテクノロジー不使⽤
• グルテンフリー

■ ダーマロジカのこだわり

ダーマロジカは、「肌の健康を第⼀に」考え、すべての製品に以下の項⽬を徹底しております。

＊1 ダーマロジカでは、細菌の繁殖を抑えるため、指ですくって使⽤するタイプのパッケージを使⽤しません
＊2 すべての⼈にコメドが発⽣しないということではありません。

ジェーン・ワーワンドは、ダーマロジカとIDI(International Dermal Institute)
の共同創設者兼チーフビジョナリーであり、プロスキンケア業界ではアイコン的存在
です。⼥性が多く活躍するスキンケア業界で彼⼥は30年間従事し、世界中の⼥
性を⽀援するためにFITE（Financial Independence Through
Entrepreneurship）を設⽴します。 発展途上国の⼥性に少額ローン、経
営資源、教育、リーダーシップ研修などを提供することによって、⼥性の経済的⾃
⽴を⽀援するプログラムです。 FITEは今⽇までに80カ国以上で100,000⼈
以上の世界中の⼥性の経済的⾃⽴を⽀援しています。

• 1983年 IDI（International Dermal Institute)を設⽴
• 1986年 dermalogica（ダーマロジカ）設⽴
• 2010年 FITE（Financial Independence Through    

Entrepreneurship）を設⽴。
• 2014年 国連基⾦のグローバル起業家協議会のスペシャルアドバイザーに

就任。
• 2016年 オバマ⼤統領により、グローバルアントレプレナーシップ（国内外を

問わず、次世代起業家育成に貢献した起業家活動グループ）の⼤統領⼤
使に任命

• 2017年 ロンドン・シティ・ギルド協会のメンバーに選出される。＊マスターギ
ルドの1000年の歴史の中でわずか500⼈のうちの⼀⼈

• 2018年 カンヌライオンズ国際創造祭で講演
• 2018年 ワーワンド基⾦のもと、FOUR/LAを⽴ち上げる。

イギリスで⽣まれ育ち、アメリカで事業を起こしたワーワンドは、現在も講演者とし
て世界中を⾏脚しています。ダーマロジカのグローバル本社があるロサンゼルスに
在住し、2⼈の娘を持つ⺟親でもあります。

■ ダーマロジカ創業者 ジェーン・ワーワンド （Jane Wurwand) について

2019年6月17日
株式会社ニューポート



■ ダーマロジカの「face mapping®」について
ダーマロジカでは、face mapping®という独⾃の肌分析ツールを開発しています。
face mapping®では、顔の写真を撮るだけで肌悩みに応じた有⽤成分が配合さ

れている商品をご提案することができます。様々な肌タイプの分析データを基に構築
されたAI機能により、顔を６つのパーツに分けて診断し、それぞれのお悩みに的確な
ソリューションをご提案する機能です。⽇本では公式オンラインストアにて実際にご体
験頂くことができます。
n URL : https://facemapping.me/
n 推奨環境について:
パソコンからのアクセス
Windows（Edge 最新版/Chrome 最新版) / Mac(Chrome 最新版)

モバイルからのアクセス
iOS(Safari最新版) / Android (Chrome最新版)
※Internet Explorerではご利⽤頂くことができませんのでご注意下さい。

■ グローバルビジネス展開について
ダーマロジカは、現在107カ国、20,000店以上のサロンやスパ、⼩売店にて販売されています。

■ IDI (International Dermal Institute / インターナショナル・ダーマル・インスティチュート)について︓
ダーマロジカ創業者であるジェーン・ワーワンドと夫のレイモンドにより1983年に創設。⼥性の経済的⾃⽴⽀援を⽬的として、現在80か国以
上でスキンセラピストの教育プログラムを実施しています。IDIは世界中に37のトレーニングセンターを構え、これまでに100,000⼈以上のプロ

フェッショナル・スキンセラピストを輩出しています。

■⼥性⽀援プログラム FITE / ファイトについて
(Financial Independence Through Entrepreneurship : 起業による経済的⾃⽴）
ダーマロジカ創業者ジェーン・ワーワンドにより、発展途上国の⼥性の⾃⽴⽀援と⼦供たちの⽣活向上を⽬指し2010年に設⽴。少額ロー

ン、経営資源、教育、リーダーシップ研修などを提供することによって、⼥性の経済的⾃⽴を⽀援するためのプログラムです。
これまでの実績： 100,000人以上の女性に少額ローンを実施 / 11カ国58名の女子に奨学金サポート
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■ 商品概要︓

2018年に発売され、瞬く間にヒーローアイテムへと頭⾓を現した ダーマロジカ バイオルミンCセラム。
先端研究から⽣まれた、安定型ビタミンC複合体※１や、肌の健康には⽋かせない様々な⾃然由来成分を配合しています。

ビタミンCは、環境影響を受けやすく、光、熱、空気に対し、⾮常に不安定で脆弱だという難点があります。そのため従来のビタミンC配合商品は、
冷暗所（冷蔵庫）での保管を推奨し、開封後の使⽤期限を短く設定する必要があるなど、ビタミンCを安定的に化粧品に配合し、肌にその成
分を⼗分に届けることは難しいとされてきました。

ダーマロジカは、⻑年の研究と先端技術で、この不安定かつ肌の健康に⽋かせないビタミンCを、安定的ビタミンC複合体（整肌成分）にし、バイ
オルミンCセラムに配合することに成功しました。肌の表⾯だけでなく、⾓質層までその成分を浸透させることを可能にしたのです。ビタミンCを⾓質層

まで届けることにより、肌に弾⼒（ハリ）や透明感※2を与えるということが臨床試験で証明されています。
※1 リン酸アスコルビルアミノプロピル、アスコルビルメチルシラノールペクチン（整肌成分）
※2 潤いによる

バイオルミンＣセラム ＜美容液＞

【商品名】 バイオルミンCセラム （美容液）

【販売価格】 ￥12,000 (30ml / 税抜）

安定型ビタミンC複合体（整肌成分）がエイジングサインに働きかけ、肌を整え
健やかにします。乳酸、チアシードなどの有⽤成分が肌にハリと弾⼒を与え明るい
印象に。環境ストレスから肌を守り、キメの整った健康的な肌へ導きます。

● お勧め肌タイプ
肌のごわつき・乾燥等、エイジングサインの気になるスキンタイプ

● 使⽤⽅法
朝晩、化粧⽔で肌を整えた後、適量（スポイトに１プッシュでお顔全体、部分的に使⽤したい場合は調整）を⼿にとり、顔になじませます。 その
後保湿剤で保湿します。使⽤後、⽇にあたる場合は、必ずSPFを使⽤してください。

● 主成分
アスコルビルメチルシラノールペクチン、リン酸アスコルビルアミノプロピル、乳酸、エンジュ花エキス、サルビアヒスパニカ種⼦油

※エンジュ花エキス
• ⽇本の槐（えんじゅ）の⽊から採取したエンジュ花のエキスは、基礎的な50のハーブのうちの１つで、和漢植物としても使⽤されて

います。
• 環境ストレスを受けた肌を穏やかな状態にするのを助け、ポリフェノールを多く含みます。
• ⼤気汚染や紫外線などにより乾燥してしまった肌を落ち着かせ保護します。

※サルビアヒスパニカ種⼦油
• チアシードオイルと⼀般的にはよばれている油です。
• フリーラジカルを抑制する抗酸化物質が多く含まれています。
• 植物由来のオイルの中でもっとも多い６０％以上のオメガ３脂肪酸を含んでいます。
• 保湿⼒が⾼いので、⽪膚から⽔分がでていく量（TEWL︓経⽪⽔分蒸散量）が少なくなります。
• 乾燥によるかさつきや肌荒れを防ぎます。
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デイリーマイクロフォリエント＜⾓質ケア洗顔料＞

【商品名】 デイリーマイクロフォリエント（⾓質ケア洗顔料）

【販売価格】 ¥8,200 (74g / 税抜）

デイリーに使えるライス、パパイン等が配合された⾓質ケア洗顔料（エクスフォ
リエント）。微粒⼦パウダーが、古い⾓質や⽑⽳に詰まった汚れを優しく取り
除きます。⼿触りの良い、明るい肌へ。

デイリーマイクロフォリエントは、2001年に発売されて以来、トップセラー製品として愛され続け、今⽇までに世界中の様々な賞を受賞してきました。
ダーマロジカを世界的スキンケアブランドに押し上げた、⽴役者でもあります。

発売当時、デイリーマイクロフォリエントは業界初のパウダータイプ⾓質ケア洗顔料として、センセーショナルなデビューを果たしました。微細なパウダー
に⽔を加えると、スクラブを含むペースト状になります。フェイスパックのように肌に密着し、スクラブを軽くマッサージすることで不要な⾓質を優しく落とし
ます。 使⽤した瞬間に肌のごわつきを取り去り、透明感あふれる肌※1へ導く、画期的なアイテムとして脚光を浴びました。

そんなデイリーマイクロフォリエントの開発起源は⽇本にあります。ブランドの創設者ジェーン・ワーワンドが⽇本を訪れた際、⽶のとぎ汁がキメを整え、

肌トーンを明るくすることを知りインスピレーションを得、開発を指⽰したのです。デイリーマイクロフォリエントは、⽶が持つ様々な効⼒を余すところなく
発揮できるよう、独⾃に研究を重ね、絶妙なパウダー配合を実現しています。パパインや酵素といった独⾃の配合成分が、⾓質をやわらげ、細やか
なスクラブが柔らかくなった⾓質を優しく取り除きます。⾓質ケア洗顔料としては稀な、すべての肌タイプにお使い頂ける商品です。 ※1 潤いによる

■ 商品概要︓

● お勧め肌タイプ
ごわつき、肌のくすみ、すべての肌タイプ

● 使⽤⽅法
洗顔後、濡れた⼿のひらに⼩さじ1杯分くらいの量を取り、⽔を２、３滴加え軽く泡⽴てます。⽬回りをさけ、顔全体になじませ、約１分間らせん状
に優しくマッサージします。その後ぬるま湯で充分に洗い流します。

●主要成分
コメヌカエキス、コメデンプン、パパイン、サリチル酸

※コメヌカエキス︓⽶ぬかには、汚れを落ちやすくする働きのあるフィチン酸が多く含まれています。この成分により、肌の古い⾓質を柔らかくはがれやす
くし、⾓質をより優しく取り去ることができます。

※コメデンプン︓⽪膚のコンデイションを整え、余分な⾓質を取り去ります。
※パパイン、サリチル酸︓肥厚している⾓質を柔らかくし、除去しやすくします。
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ダイナミック スキンR SPF50＜UVケア保湿剤＞

【商品名】 ダイナミック スキンR SPF50（UVケア保湿剤）

【販売価格】 ¥10,100 (50ml / 税抜）

⾼い紫外線防⽌効果で、シミ・そばかすを防ぎ、保湿、エイジングケア（年齢に応じたケア）ができる
⾼機能SPF50保湿剤。肌に輝きを与え、潤いのあるふっくらとした肌へと導きます。

ダイナミックスキンR SPF50は、有⽤成分が肌にハリと潤いを与えるエイジングケア機能※1と、⾼いSPF値・PA値（SPF50、PA++++）でUVA波から
もUVB波からも肌を守る紫外線防⽌機能の、⼆つの機能を併せ持つ⾼機能SPF50保湿剤です。

強⼒な紫外線から肌を守り、保湿剤としてなめらかにお肌に溶け込み※２完璧な仕上がりを瞬時に実現します。忙しい朝のスキンケアルーティンに最適な
⼀本です。 紫外線により⽣成したフリーラジカルによるダメージ、紫外線を浴びることによる⽪膚酵素によるダメージ、そして糖から受ける影響。これらの３
つの要因は、特に肌の⽼化を促進させるといわれています。ダイナミック スキンR SPF50は、⾼度なオレオソームカプセル技術により、より少ない紫外線吸

収剤でSPF性能を向上させることに成功しており、絹のように滑らかでべたつかず⽩浮きしない処⽅で、繊細な⽇本⼈の肌にも負担なく使⽤することがで
きます。※1 年齢に応じたスキンケア ※２ ⾓質層まで

● お勧め肌タイプ
エイジングサインが気になる、すべてのスキンタイプ

● 使⽤⽅法
化粧⽔⼜は美容液の後、１〜２プッシュ⼿に取り、顔全体と⾸元になじませます。

● 主要成分
(アルギニン/リシン) ポリペプチド、パルミトイルトリペプチド-5、グルコサミン HCL 、ヒアルロン酸 Na など

※(アルギニン/リシン) ポリペプチド
・アミノ酸が複数個つながっている化合物で、紫外線を浴びることで⽣じる肌のトラブルを防いでくれる
成分です。

※パルミトイルトリペプチド-5  
・肌のコラーゲンと関連性が⾼いコラーゲンを分解した形のペプチドと脂肪酸とを合わせた成分で、
肌にハリや弾⼒を与えてくれます

※グルコサミン HCL
・⾻の軟⾻に含まれる成分で、肌のコラーゲンとも相性がよい成分です。 紫外線に負けないハリのある肌を
つくります。

・紫外線や乾燥によるダメージを防いで肌をイキイキとさせてくれる成分です。

※ヒアルロン酸 Na
・肌への⽔分補給に⽋かせない成分で、重量の1000倍以上の⽔分を保持することができます。

※チャ葉エキス （⽩茶の葉抽出物）
・ポリフェノールを豊富に含み、環境ダメージによる肌のトラブルから肌を保護し、健やかな肌にしてくれます。

※グリチルリチン酸２K （リコリス抽出物）
・強い抗酸化作⽤を持ち、肌あれを防ぎ、肌を落ち着かせてくれます。

■ 商品概要︓
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スキンケアサロン※1 お問い合わせ先︓タカラベルモント株式会社 エステティック営業部 ダーマロジカ課
TEL 03-3403-0367 ／ http://www.dermalogica.co.jp

理美容室および医療の業務⽤設備機器化粧品などを製造・販売するタカラベルモント株式会社は、ダーマロジカのサロン専売商
品及びリテール商材を販売しており、今後も継続いたします。

※1 スキンケアサロンとは、エステティックサロンやクリニックなどでスキントリートメントサービスを提供している場所を指します。

PRESS RELEASE

ニューポートとは︓

株式会社ニューポートは、設⽴以来25年以上にわたり、様々なクライアントへセールス＆マーケティングソリューションを提供し、企
業の課題解決と成⻑を⽀援し続けています。次世代的な発想⼒によりユニークなビジネスモデルを提案し、クライアントニーズに合
わせて全国1,500⼈を超える営業プロフェッショナルパートナーズとのネットワークを活⽤したローカルセールス&マーケティング施策を
提供。イノベーティブな発想から始まり、フェイストゥフェイスの信頼感を重要視したサスティナブルな事業モデルにまで成⻑させることが
できるのが、私たちニューポートの強みです。また、 2003年には環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001を取得
し、「全社員が環境委員」をコンセプトに企業全体で環境保護活動に取り組み続けています。
⾳楽家 坂本⿓⼀⽒が設⽴した森林保全団体「more trees」を通じて、倉庫での電⼒使⽤や商品の配送、スタッフの通勤・出
張などによって排出されるCO2をオフセット（相殺）するカーボン・オフセットに取り組んでいます。
※ニューポートの環境活動について︓ https://newportjapan.com/ja/blog/environmental-protection

環境保護へのコミットは、ニューポートが持つ伝統と精神に深く刻まれています。
「責任」と「信頼」、そして「サスティナビリティ」。これこそがニューポートが掲げる理念です。

企業HP: https://newportjapan.com

n 正式ブランド表記 ︓ dermalogica® / ダーマロジカ
n 社名︓株式会社ニューポート 東京都渋⾕区渋⾕3-27-11  祐真ビル新館11F / TEL :  03-4550-1430（代表）
n お客様お問い合わせ先︓ ダーマロジカ カスタマーサービスセンター

TEL 0120–773-346
n プレスお問い合わせ先︓ ミヤビブランドコミュニケーションズ株式会社

TEL 090-3904-7894   EMAIL : miyabi@brandcommunications.jp

ダーマロジカ 公式オンラインストア ＊6⽉17⽇（⽉）公開
dermalogica.jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ミヤビブランドコミュニケーションズ株式会社
090-3904-7894

miyabi@brandcommunications.jp

2019年6月17日
株式会社ニューポート
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