2018年6月12日

本能は、再起動できる
どんな状況でも新たな美しさを生み出す現代女性へ

『Red B.A』誕生
株式会社 ポーラ（本社：東京都品川区、社長：横手 喜一）は、「RED B.A」を『Red B.A』（6品種8品目
￥4,800〜￥11,000<税込￥5,184〜￥11,880>）に名称変更し、装いも新たに2018年9月1日に発売します。
情報が溢れ、価値観・生き方が多様化する現代社会では、女性のエイジングケア※１へのニーズや価値観も
多様化しています。B.Aリサーチセンターは、肌細胞は日々の体調や環境の変化を瞬時に感じ取っているこ
と、また、変化に対する肌細胞の反応は世代によって個性があるという新たな事実を発見しました。
『Red B.A』は、この研究成果を応用し、肌が本来のイキイキとした働きを発揮しようとする力に着目した
「リブート※2バイオアクティブ理論」を提唱。ポーラオリジナル複合保湿成分シュードアルテロモナス発酵
液Tを開発しました。その他、肌のハリ感をサポートする複合成分S-BAリキッドE※3、ロータスエキス※4、
肌※5の糖化に着目したEGクリアエキス※3、透明感のある明るい肌をサポートするYACエキス※3、クジンエ
キスクリア※3などを配合しました。生命感みなぎるようなハリ・つや感のある肌を目指します。
どんな状況でも自分らしく、力強く輝くような生命美を目指すために『Red B.A』は生まれ変わります。
全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ 「ポーラ ザ ビューティー」約660店舗
を含む約4200店のポーラショップ、全国有名百貨店ポーラコーナー55店舗、ポーラ公式オンラインストア
（net.pola.co.jp）にてお取り扱いします。海外では、香港、台湾、タイ、中国にて2018年10月より順次発売
予定です。

※1：年齢に応じた化粧品などによるお手入れ ※2：Red B.A刷新 ※3：ポーラオリジナル保湿成分 ※4：保湿成分 ※5：角層

2018年9月1日発売
● Red B.A トリートメントクレンジング

120ｇ ￥4,800（税込 ￥5,184）
● Red B.A トリートメントウォッシュ

120ｇ ￥4,800（税込 ￥5,184）
● Red B.A ビギニングエンハンサー（マッサージフォーム・美容液）

70ｇ ￥6,800（税込 ￥7,344）
● Red B.A ボリュームモイスチャーローション

120mL ￥9,000（税込 ￥9,720）／リフィル ￥8,500（税込 ￥9,180）
● Red B.A マルチコンセントレート（ミルク・クリーム）

50g ￥11,000（税込￥11,880）／リフィル￥10,500（税込￥11,340）
● Red B.A グローラインオイル（美容液／顔・からだ用）

80mL ￥5,800（税込 ￥6,264）
・微賦香（フレッシュフローラル調の香り） ・無着色
・アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
・低刺激性（敏感肌の方を対象としたパッチテスト済み。全ての方に皮膚刺激が起きない
というわけではありません）

デザイン

生命の蠢きをテーマに、アイテムごとに色・質感・グラデー
ションが異なる個性豊かなデザイン。一瞬も止まることなく、
脈打つように活動し続ける生命の力をイメージしています。
「センシングレッド」と名づけました。

【報道関係のお問い合わせ先】
株式会社 ポーラ

宣伝部

TEL 03-3494-7119 / FAX 03-3494-6198

【お客さまのお問い合わせ先】
ポーラお客さま相談室（フリーダイヤル）TEL ０１２０−１１７１１１

〒141-8523

東京都品川区西五反田2-2-3

■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲1P

自分の本能・感覚を信じ、
どんな状況でも新たな美しさを生み出す現代女性へ。

情報が溢れ、価値観・生き方が多様化する現代社会。
その社会の中で、自分らしく生き、新たな美しさを創出する女性たち。
膨大な情報をもとに頭で考えるだけではなく、
心の声や本能を信じる大切さを知っています。

彼女たちの毎日は忙しく、多様で変化に富んでいます。
それでも、心身の美しさや豊かさをかなえるために妥協することはなく、
その時の自分に大切なもの、心まで満たすようなものを、楽しみながら選んでいます。
そして、
どんな状況でも自分らしい創意工夫で豊かさを生み出しています。

変化に富んだ毎日を美しく、
たくましく生きぬく女性たちのために。
B.Aリサーチセンターは、
日々の体調や環境の変化と肌の関係について新たな事実を発見しました。
肌細胞は変化を瞬時に感じ取り、
しかも、変化に対する肌細胞の反応には世代によって個性があることが分かりました。

どんな毎日も、未来も、
本能のままに力強く輝くような生命美を目指すために、
Ｒｅｄ Ｂ．
Ａは生まれ変わります。
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■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲2P

POLA × 増田セバスチャン
アーティスト増田セバスチャン氏に、現代社会における生命美を表現していただきました。彼は、蠢くように日々進
化し続ける東京のカルチャーをベースに、人間の多様な内面を映し出し、独自の世界観を創り出します。サイエンス
やテクノロジーなど高度に進化した現代社会と、生身の人間や植物がもつ本能の力が有機的に融合し、新しい価
値が生まれる瞬間を捉えています。

映像作品

New Generation Plant - Organic Sense -

森に佇む1本の木。傷に脈打つ生命の色。次世代がつくる、
これからの時代は、内面的カラフルさ
（多様性）
からなる個の美しさに
よって周りに影響を与えていく。個が世界を、未来を変える時代です。目の前にあるものを受動するだけではなく、誰かにコントロー
ルされた個性に惑わされず、自分と世界の関係をアップデートする力を。

増田セバスチャン

Sebastian Masuda

アートディレクター／アーティスト。6%DOKIDOKIプロデューサー。
京都造形芸術大学客員教授、ニュ一ヨーク大学客員研究員。平成29年度文化庁文化交流使。
1970年千葉県生まれ。演劇・現代美術の世界で活動した後、1995年に'Sensational Kawaii'がコンセプトのショップ
「6%DOKIDOKI」
を原 宿にオープン。2 0 0 9 年より原 宿 文 化を世 界に発 信するワールドツアー「 H a r a j u k u ' K a w a i i '
Experience」
を開催。2011年きゃり一ぱみゅぱみゅ
「PONPONPON」MV美術で世界的に注目され、広告や商品のアートワー
ク、映画監督、
コンセプトレストラン
「KAWAII MONSTER CAFE」のプロデュースなど、原宿文化、Kawaii (カワイイ）
文化を基
軸に活動。2014年に個展「Colorful Rebellion -Seventh Nightmare-」
をニューヨークで開催したことを機に海外でのアー
ティスト活動を本格化。2017年には文化庁文化交流使に就任し、翌年にかけて世界各地で講演会・ワークショップを開催する。
現在、参加型アートプロジェクト
「Time After Time Capsule」
を2020年までに世界10都市での開催を目指して展開中。
公式ウェブサイト http://m-sebas.asobisystem.com/
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■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲3P

本能は、再起動できる

『Red B.A 』誕生
変化の中でも、たくましく生きぬく細胞に着目。
B.A独自のリブート※1バイオアクティブ理論を提唱。
どんな状況でも、生命感みなぎるような美しさを目指します。
※1：Red B. A 刷新

2018年9月1日発売
●

Red B.A トリートメントクレンジング

120ｇ ￥4,800（税込

￥5,184）

●

Red B.A トリートメントウォッシュ

120ｇ ￥4,800（税込

￥5,184）

●

Red B.A ビギニングエンハンサー

70ｇ ￥6,800（税込

￥7,344）

（マッサージフォーム・美容液）
●

Red B.A ボリュームモイスチャーローション 120mL ￥9,000（税込 ￥9,720）／リフィル ￥8,500（税込 ￥9,180）

●

Red B.A マルチコンセントレート

50g ￥11,000（税込￥11,880）／リフィル￥10,500（税込￥11,340）

（ミルク・クリーム）
●

Red B.A グローラインオイル

80mL ￥5,800（税込

￥6,264）

（美容液／顔・からだ用）
・微 賦香（フレッシュフローラル調の香り） ・無着色 ・アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
・低 刺激性（敏感肌の方を対象としたパッチテスト済み。全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません）

デザイン

生命の蠢きをテーマに、アイテムごとに色・質感・グラデーションが異なる個性豊かなデザイン。
一瞬も止まることなく、脈打つように活動し続ける生命の力をイメージしています。
「センシングレッド」
と名付けました。
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■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲4P

［ 肌の研 究 ］

新発見

1

短期間で肌は変化している
ストレッサーに反応して増えるホルモン
（コルチゾール）
で細胞が影響を受けていた

●ストレッサー：ストレスの原因となる内的・外的要因
多くの女性が、日々の疲れや体調の変化、環境の変化により、肌が変わる実感を持っています。Ｂ.Ａリサーチセンターは、
女性たちの肌状態が短期間で大きく変化していることを確認しました。これは、
ストレッサーに反応して増えるホルモン
（コル
チゾール）の影響により、細胞のハリやうるおいを生み出す力が低下するためと考えられます。表皮細胞がコルチゾールの
影響を受けると、
うるおい成分の生成が減少したり、角層の重層化が進行し、乾燥や毛穴目立ちなど短期的に肌状態が変
化します。
さらに、線維芽細胞が影響を受けると、
コラーゲン産生が減少し、
たるみなどエイジングが進行します。コルチゾー
ルの影響により、
日々の疲れが肌に出やすく、
エイジングも進行している状態といえます。

わずか5日間で、肌の状態は大きく変化している
肌表面の状態変化（5日間）
最も肌状態が良い日

経皮水分蒸散量と毛穴の日間変化（5日間）

最も肌状態が悪い日

（30代女性と50代女性との比較）
経皮水分蒸散量の日間変化（分散値）

毛穴目立ちの日間変化（分散値）
前日からの変化量の分散値

前日からの変化量の分散値

毛穴の
状態

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

50代

肌質感
の状態

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

30代

50代

30代

※分散値：バラつきを示す指標で、大きいほどバラつきが大きい
（30代、50代 各5名 B.Aリサーチセンター調べ）

連続した5日間で経皮水分蒸散量と毛穴の目立ち具合を調べたと
point

ころ、
日によって状態が変化していることが分かりました。特に30代
女性は50代女性に比べて、変化の度合いが大きくなっています。

※凹凸を可視化

緑：凹

赤：凸

（B.Aリサーチセンター調べ）

コルチゾールは、細胞のハリ・うるおいを生み出す力を低下させている
線維芽細胞はコルチゾールにより、

コルチゾールとは

ルモンの一種で、血液に
よって全身に運ばれる。
運ばれた場所で、
ストレッ
サーから
「まもる」働きを促
進。役目を果たすとすみや
かに代謝される。

1.2
1.0

1 7％
低下

4 4％
低下

0.8

うるおい生成力が低下

0.6
0.4
0.2
0.0

point

コルチゾール コルチゾール
なし
あり

コルチゾール コルチゾール
あり
なし

30代

50代

フィラグリン遺伝子の発現
︵コルチゾールなしを1とした変化量︶

副腎皮質でつくられるホ

Ⅰ型コラーゲン遺伝子の発現
︵コルチゾールなしを1とした変化量︶

ストレッサーに反応して、

表皮細胞はコルチゾールにより、

真皮成分生成力が低下
1.5

28％
低下

52％
低下

1.0

0.5

0.0

コルチゾール コルチゾール
なし
あり

コルチゾール コルチゾール
あり
なし

30代

50代

特に30代女性の細胞はコルチゾールによる影響を受けやすいことも
分かりました。そのため、肌の状態にも現われやすいと考えられます。
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（B.Aリサーチセンター調べ）

■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲5P

［ 肌の研 究 ］

新発見

コルチゾールは、ストレッサーにさらされ続けることで
「居座りコルチゾール ※」になることを発見

2

●ストレッサー：ストレスの原因となる内的・外的要因
さらに研究を進めた結果、ストレッサーにさらされ続けると肌内でコルチゾールが「 居座りコルチゾール ※ 」になることをB.A
リサーチセンターは発見しました。本来、
コルチゾールは副腎皮質で生成され、肌で必要な働きをした後は不活性型になると
いわれていました。ところが、ストレッサーに長期間さらされる状況になると、肌の中でコルチゾールが再活性化することが
新たに分かりました。不活性型に変わった後、酵素（11βHSD1）
の働きで再び活性型のコルチゾールになってしまうのです。
ストレッサーに長期間さらされる状況になると、
この酵素（11βHSD1）
が増えてしまうため、本来減少するはずのコルチゾール
がまるで居座っているような状態になり、肌へ影響を与えていました。

※：ポーラが名付けた名称

コルチゾール発生メカニズム
過度な飲酒

疲れ

精神的なダメージ

紫外線や
高温・低温などの
気候による負荷

表皮

睡眠不足

毛穴、
ごわつきなど
質感の悪化。

血液にのって肌へ。
真皮

副腎皮質で
ホルモンの一種
「コルチゾール」
が
つくられる。

血管

たるみなど
形状の悪化、
エイジングサイン
の定着が進行。

（イラストはイメージです）

「居座りコルチゾール ※」の発生メカニズム

ストレッサーにさらされ続けると、肌内でコルチゾールを再活性化させる酵素が増加
ストレスがある
正常な状態

居座りコルチゾール ※ 状態

コルチゾールがすぐに

ストレッサーにさらされ続けると、肌内でコルチゾールが再活性化されて居座り、

減少する。

影響が続く。

コルチゾール

コルチゾール

居座る

すぐに
減少
コルチゾン
（不活性型）
に変わる

コルチゾン
（不活性型）

再活性化

活性化酵素（11βHSD1）に
よって再びコルチゾールに

（B.Aリサーチセンター調べ イラストはイメージです）
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■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲6P

商品特長
理論と成分
理論

リブート バイオアクティブ理論
※1

肌が本来のイキイキとした働きを発揮しようとする力に着目した理論。
ポーラオリジナル複合保湿成分シュードアルテロモナス発酵液Ｔを開発しました。
生命感みなぎるようなハリ・つや感のある肌を目指します。

成分

●

肌のイキイキ感をサポート：複合保湿成分シュードアルテロモナス発酵液T を配合。

●

肌のハリ感をサポート：複合保湿成分S-BAリキッドE 、
ロータスエキスを配合。

●

肌 の糖化に着目：美容成分 EGクリアエキス を配合。

●

透明感のある明るい肌をサポート：美容成分 YACエキス 、
クジンエキスクリア 、

※2

※2

※3

※4

※2

※4

※2

※2

アケビ茎エキスを配合。
●

すこやかな肌をサポート：美容成分 オウレンエキス、アミノエモリエントを配合。

●

肌のスッキリ感をサポート：美容成分 ゴールデンカモミールを配合。

※4

※4

※1：Red B. A 刷新

※2：ポーラオリジナル成分

※3：角層

※4：保湿成分

商品設計
日々の肌変動とエイジングケア ※5を考えた処方設計
処方設計

なめらかなハリ感で満たし、イキイキとした

肌を

はずむような

うるおいのベールで

目覚めさせるような

ハリ感を与える

肌をなめらかに

きめ細かな泡

とろみローション

整える

うるおいのある肌に整えます。各アイテム
にあわせた独自処方で肌を整えます。
ビギニングエンハンサー

ボリュームモイスチャーローション

マルチコンセントレート

※5：年齢に応じた化粧品などによるお手入れ

香り

感触

気持ちを解きほぐし、
リフレッシュするような

1品1品が五感に響くような感触。

フレッシュフローラル調の香り

肌がやわらかくほぐされ、
気持ちが満たされるようなテクスチャー。

トップノート
ジューシーなカシスとみずみずしいグリーン

ミドルノート
上 品で高 級 感 のあるジャスミン、
ミュゲを
特 徴としたホワイトフローラル

ラストノート
ソフトであたたかみのあるアンバー、
ウッディ
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■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲7P

なが す

メルティバーム感触で、
毛穴 ※にフィットする
トリートメントクレンジング
Red B.A トリートメントクレンジング
120g ￥4,800（税込￥5,184 ）
●

バームのように濃厚な感触のクレンジングクリームが毛穴 にフィット。
※

肌の上でなめらかなオイル状に変化します。
●

肌をトリートメントしながら、
メークや毛穴 の汚れをスッキリ落とします。
※

＜ご使用量の目安＞

さくらんぼ1個 位

※：角層

ソフニングムース感触で、
やわらかく洗い上げる
トリートメントウォッシュ
Red B.A トリートメントウォッシュ
120g ￥4,800（税込￥5,184）

●

なめらかできめ細かい泡立ちの洗顔料。

●

肌を心地よくトリートメントしながら、やわらかく洗い上げます。

＜ご使用量の目安＞
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朝：0. 5 cm

夜：1cm

＊朝はクレンジングをしないので少なめに

■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲8P

みたす

リセットフレッシュ感触で、
肌を目覚めさせるような
マッサージ＆泡美容液
Red B.A ビギニングエンハンサー
（マッサージフォーム・美容液）

70g ￥6,800（税込￥7,344）

●

肌を目覚めさせるような感触の美容液。

●

きめ細かな泡が肌を解きほぐすようにやわらかく浸透。
なめらかでふっくらとした印象の肌に整え、輝くような肌を目指します。

＜ご使用量の目安＞

直径 2 . 5 cmの円位、マッサージをする場 合は、3 cmの円位

＜ご使用方法＞
●

洗顔後の清潔な肌にご使用ください。朝晩お使いいただけます。

●

ご使用前に必ず缶をよく振り
（5〜10回）、手のひらに近づけて垂直・上向き使用で、
適量を手に出してください。
① 手にとった泡を、額・両頬に置きます。
② 目・口のまわりを避け、手のひら全体で顔を包み込むようにハンドプレスして泡をつぶします。
③ 内から外に向かって全体になじませます。

＊マッサージをする場合
2日に1回程度がおすすめです。
上記①〜③のように顔全体に広げた後、下記④〜⑨のマッサージを行ってください。

マッサージ法
④かみ合わせ

⑤小鼻の脇

⑥眉頭の下

こぶしの

親指の

関節の面

関節の面で

親指の
関節の面で

全体で

かみ合わせを手 前から奥に向かって
ほぐすように円を描く。
（8回目安）

小 鼻 の 脇を手 前から奥に向かって
ほぐすように円を描く。
（8回目安）

⑦頬

⑧フェイスライン

⑨ながす

手 のひら全 体で、頬 全 体をこめかみ
に向かって引き上げる。

親 指と人 差し指でフェイスラインをはさみ、
あご先から耳下まですべらせる。

耳下を中指と薬指でほぐすように軽く
プッシュし、そのまま首をたどり、鎖 骨
へ流す。2回繰り返す。
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眉頭の下をほぐすように上下させる。
（8回目安）

■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲9P

みたす

はずむようなハリ感を与える
バウンスジュレ感触の
ローション
Red B.A ボリュームモイスチャーローション
120mL ￥9,000（税込￥9,720）
リフィル ￥8,500（税込￥9,180）

●

美容成分 を含みはずむようなとろみのあるローション。

●

肌を解きほぐすように浸透し、
うるおいあふれるようなつや感とハリ感に

※

満ちた肌に整えます。
＜ご使用量の目安＞

２プッシュ

※：保湿成分

なめらかでハリ感のある肌を目指す
フィックスミルキー感触の
ミルク・クリーム
Red B.A マルチコンセントレート（ミルク・クリーム）
50g ￥11,000（税込￥11,880）
リフィル ￥10,500（税込￥11,340）

●

肌をやわらかく解きほぐすように浸透し、
うるおいのベールをつくります。

●

キメを整え、
なめらかで、ふっくらとハリ感のある肌を目指します。

＜ご使用量の目安＞
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大きめの真珠1粒位

＊乾燥が気になる部分には、
さらに少量をなじませてください

■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲10P

みたす

ジューシーリッチ感触で、
ハリ感とつやに満たされるような
オイル美容液
Red B.A グローラインオイル （美容液／顔・からだ用）
80mL ￥5,800（税込￥6,264）

●

つややかなうるおいと、
なめらかなハリ感を与えるオイル美容液。

●

まろやかに広がり、全身を心地よい香りと感触で包みます。

＜ご使用量の目安＞

片腕で1円玉位

＜ご使用方法＞
●

からだ
肌を清潔にした後、水気をふきとり乾いた状態でお使いください。
適量（片腕で1円玉位）
を手にとり、つやのあるオイルをボディラインなどに沿って使用します。
手足など乾燥が気になる部分になじませます。

●

顔
ローション、
または美容液で肌を整えた後、口もとや頬など乾燥が気になるところに部分的に
お使いください。
美容液を指先に少量とって、気になる部分にやさしくなじませます。

使用ステップ
ながす

まもる
メーク
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マルチコンセントレート

※肌の 悩み、状 態に合わせてお使いください
クレンジングは、メーク・U Vカット品 使 用時は必ずお使いください

※ グローラインオイル

※美容液

ボリュームモイスチャーローション

※ビギニングエンハンサー

※トリートメントクレンジング

夜

トリートメントウォッシュ

朝

みたす

■「Red B.A」
リリース̲SIZE H297×W210mm̲4C̲11P

主な配合成分

イガイグリコーゲン、
ヘチマエキス、加水分解コンキオリン、
ハス胚芽エキス、
ヒオウギエキス

ロータスエキス
YACエキス

ヨモギエキス

EGクリアエキス※

レンゲソウエキス

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

アケビ茎エキス

○

○

○

○

クララ根エキス

○

○

○

○

ゴールデンカモミール

クリサンテルムインジクムエキス

○

オウレンエキス

オウレン根エキス

アミノエモリエント

ラウロイルグルタミン酸ジ
（フィトステリル/オクチルドデシル）

メドウフォーム油

メドウフォーム油

アケビ茎エキス
クジンエキスクリア

※

マルチソフナー

クレンジング
成分

○

ハス胚芽エキス

※

保湿成分

○

グローラインオイル

S-BAリキッドE

○

マルチコンセントレート

シュードアルテロモナス発酵エキス、
センブリエキス

※

ボリュームモイスチャーローション

シュードアルテロモナス発酵液T※

ビギニングエンハンサー

全成分表示名称

トリートメントウォッシュ

配合成分

トリートメントクレンジング

配合目的

○

○

○
○

○

○

ジエチルヘキサン酸グリコール

○

セバシン酸誘導体

セバシン酸ジイソプロピル

○

○

シーバムクリアオイル

ラウロイルサルコシンイソプロピル

○

○

フロートアップオイルEX

○

○

○
○
○

デシルグルコシド
※

○

※は、ポーラオリジナル複合成分またはポーラオリジナル成分
・微 賦香（フレッシュフローラル調の香り） ・無着色 ・アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
・低 刺激性（敏感肌の方を対象としたパッチテスト済み。全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません）

11

