
 

 

 

 

 

 

 

 

 当社子会社である健康コーポレーション株

式会社（本社・東京都新宿区、代表取締

役社長：瀬戸  健）の主力ブランド

「DOROwa(ドロワ)」は、泥洗顔料市場 5

年連続売上金額 1 位※1を獲得し、人気を

誇る「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」から、泥の

吸着力はそのままにスーパーフードの栄養素

を詰め込んだ「どろあわわ〈スーパーフード〉」

([セット内容 ]アボカド (60g)、アサイー

(60g) \2,980(税別) 合計約 32 回分)

を 2017 年 3 月 28 日(火)よりコスメバラエ

ティショップ限定にて発売いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

どろあわわの特徴といえば、メラニンを含む古い角質や毛穴の汚れをごっそりと落とす 2 種の美 

容泥。毛穴汚れやメラニンを含む古い角質を、ミクロ粒子の 2 種の泥が、逃がさず吸着オフ。肌 

本来の環境をサポートして、肌を引き締めます。 

■どろあわわの泥のヒミツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回は、そんな美容泥のパワーはそのままに、アボカドやドラゴンフルーツ、アサイー、ゴジベリーなどのスーパーフードを厳選し配合。エネルギッシュなスー

パーフードのチカラでしなやかな素肌へと導きます。また、本商品は、「どろあわわ〈アボカド〉」と「どろあわわ〈アサイー〉」の２種類をセットにして、数量限

定・コスメバラエティショップのみで販売いたします。 

 

 

  

 

泥洗顔料市場 5年連続 No.1獲得！人気の「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」から 

店頭限定〈スーパーフード〉3/28(火)新発売 
 

スーパーフードとは？ 

 

毛穴汚れをごっそり落とす「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」について 

マリンシルト※2 

沖縄の海底に数百万年も眠っていた「マリンシルト」。粒子が非常に小さく、 

粘度も高いため、メラニンを含む古い角質や毛穴の汚れもごっそり吸着します。 

ベントナイト※2 

海底に堆積した火山灰から生まれた特殊な泥「ベントナイト」。 

メラニンを含む古い角質や毛穴の汚れを根こそぎかき出すので、汚れで目立

った毛穴もすっきり。肌を引き締めます。 

110g／約 30 回分 

単品購入価格 

2,980 円(税別) 

※1
2011 年度～2015 年度 泥洗顔料（訴求成分として泥を使用した洗顔料） 

市場ブランドメーカー出荷金額ベース OEM 除く株式会社矢野経済研究所調べ（2017 年 3 月） 

 

 

 

※2
吸着成分 

美容・健康に効果があると美容業界を始め昨

今注目を集めているスーパーフード。人間の体

内で作り出せない「ビタミン、ミネラル、クロロフィ

ル、アミノ酸といった必須栄養素」を含む食

材。料理の食材・健康食品としての用途をあ

わせ持つ食品として扱われています。 
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「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」は通信販売にて発売を開始し、今年で１０年目を迎えるロングセラー商品です。これまでに培った通販市場での販売ノ

ウハウを最大限に活かし、近年はコスメバラエティショップ向けの卸展開にも注力してきました。そしてこの度、美容やファッションに高感度な 20 代女性を

ターゲットに据えて初のコスメバラエティショップ限定アイテムとして新発売し、いっそうの販売強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初のコスメバラエティショップ限定アイテムとして開発 

■どろあわわ〈アボカド〉60g 

森のバターの異名を持つアボカドや、ミネラルを豊富に含むドラゴンフルーツが肌のめぐりを高め、うるおい

を豊富に与えることでキメの整ったみずみずしい肌へと導きます。 

マイルドハニーの香り   

 

【アボカド】様々な栄養素を含んでいることか

ら「森のバター」「食べる美容液」の異名を持

つ。うるおいを守る成分を生成するリノール酸

や代謝を促すビタミンB6、抗酸化力の高いビ

タミン Eなどが豊富に含まれている。 

【ドラゴンフルーツ】美肌に欠かせないミネラル

を豊富に含み、肌のリズムを整え、バリア機能

をサポート。ミネラルの含有量はフルーツの中

でもトップクラス。さらに抗酸化力の高いポリフ

ェノールの一種を豊富に含んでいる。 

【イチジク】古来より「不老長寿の果実」と言

われており、世界三大美女の一人、クレオパ

トラも美容のために食べていたそう。ヒアルロン

酸・コラーゲン産生効果を持つエストロゲンや

ビタミン B6 が豊富に含まれている。 

【はちみつ】古代エジプトから美容として使わ

れており、肌に嬉しい様々な成分を豊富に持

つ高い殺菌力を持ち、三千年以上昔のはち

みつも腐っていなかったとか。穏やかなピーリン

グ作用を持ち、キメの整った肌へと導く。 

■どろあわわ〈アサイー〉60g 

奇跡のフルーツ「アサイー」や屈指のビタミン含有量を誇る「カムカム」といった、ポリフェノールやビタミン C

をたっぷり含む成分を配合し、なめらかに輝く触れたくなるような肌へと導きます。 

ワイルドベリーの香り 

【アサイー】豊富な栄養素を持つアサイー。

若い肌をキープするのに適した、抗酸化力の

高いポリフェノールをブルーベリーの約 18倍も

含むと言われています。生産地では代替医

療としても使われてきた。 

【ゴジベリー】ビタミン Cやポリフェノールを豊富

に含むため中国では「不老不死の実」とも言

われる(クコの実)。古来より漢方としても使わ

れ、世界三大美女の楊貴妃はその美容を保

つために 1 日 3粒食べていたそう。 

【カムカム】厳しい環境下でもかれることとの

ない強い生命力を持つ。ビタミン C の含有

量はフルーツの中でも世界一と言われ、そ

の量はレモンの約60倍。ニキビ予防・改善

に優れているとされる。 

【アーモンド】角質柔軟効果が期待できる

ビタミンEを多く含み、抗酸化力が高いため

皮脂トラブルによいと言われる。不飽和脂

肪酸を含む為美容やダイエットのために食

事に取り入れるのがセレブの間でブームに。 

どろ豆乳石鹸 どろあわわ〈スーパーフード〉 

 [セット内容]アボカド(60g)、アサイー(60g) \2,980(税別) 合計約 32回分 

 

 

■取り扱い店舗：全国のコスメバラエティショップ 

Loft、PLAZA 、東急ハンズ、@cosme store、shop in、ROSEMARY、シャンドエルブ、R.O.U 

アインズ＆トルペ、パルファン など 

※一部取り扱いのない店舗もございます。 

数量限定 店舗限定 

■詳しくはこちら www.dorowa.com/superfoods/ 

どろあわわ<スーパーフード> 商品詳細 
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2 種類の美容泥とあわせ、豆乳発酵液である大豆のミルクを始めとした保湿成分を含んだクッション性の高い濃密な泡が特徴的で、マイナスイオンを

帯びている粘り気のある白い濃密泡は、プラスイオンを帯びている汚れを磁石のようにしっかり吸着。肌をゴシゴシこすらなくても、メラニンを含む古い角質

や毛穴の汚れまで根こそぎ落とすことができます。また、泡をクッションにして手で軽くころがすだけで、刺激を与えず洗えることで、摩擦による色素沈着や

うるおいの流出などを防ぎ、くすみのない透明感あふれる肌作りを可能とします。 

※3
 メラニンの生成を抑制し、シミとそばかすを防ぐ 

※4
 限定品を含む「どろあわわ」累計出荷個数 2017 年 2 月末時点 

※5
 2011 年度～2015 年度 泥洗顔料（訴求成分として泥を使用した洗顔料）市場ブランドメーカー出荷金額ベース OEM 除く株式会社矢野経済研究所調べ（2017 年 3 月） 

 

■お買い求めはこちらまで 

TEL 0120-566-836（通話料無料）受付時間/8：00～21：00[年末年始を除く] 

WEB www.kenkoucorp.com/ 

 

 

 

Instagram にて、指定のハッシュタグ「#どろあわわ」「#濃密泡まみれ」の２つをつけ、 

DOROwaアカウント「@dorowa_official」をフォローして、どろあわわ写真を投稿してください。優

秀作品には豪華賞品をプレゼント。さらに、W チャンスで巨大どろあわわクッションが 10 名さまに当

たります。 

【投稿期間】3 月 21 日(火)～5月 31 日(水) 

【ハッシュダグ】#どろあわわ #濃密泡まみれ 【アカウント】@dorowa_official 

【賞品】 

① 3 名様：《総額 5 万円相当》どろあわわ 1 年分+毛穴ケアセット(どろジェルクレンジング＋ハ

リ肌モイストセラム)＋商品券 1 万円分 

② 10名様：《総額 1万 5千円相当》毛穴ケアセット(どろジェルクレンジング＋ハリ肌モイストセ

ラム)＋商品券 5 千円分 

③ W チャンス賞 10 名様：巨大どろあわわクッション 

 

 

 

 

http://www.kenkoucorp.com/ 

2016年 7月 1日に RIZAPグループ株式会社（旧健康コーポレーション株式会社）の美容・健康食品の通信販売事業を新設

分割により設立。これまで「豆乳クッキーダイエット」、家庭用超音波美顔器 「エステナードソニック」、「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」など

のヒット商品に恵まれ、美容健康関連商品で事業を拡大。 

健康コーポレーション株式会社 

会社概要 

どろあわわ 泥洗顔市場 5年連続 売上金額No.1 

どろあわわ Instagram フォトコンテスト開催！ 

「どろあわわ」は、“笑っている肌は美しい”をコンセプトに、大人の“ゆらぐ肌”を整えて自信の素

肌へ導く《チューニング美容》を提案する、スキンケアブランド「DOROwa(ドロワ)」の中で一番

人気のアイテムです。《チューニング美容》とは、大人の肌に必要な「うるおい」「ハリ」「美白※3」を

洗う・与える、のシンプルな２ステップで 360 度包括的にアプローチし、肌バランスを整えます。 

 そんな「どろあわわ」は、発売以来出荷個数 810 万個※4突破、泥洗顔料市場にて 5 年連

続売上金額 No.1※5を獲得し、長期間にわたりご愛顧いただいています。 
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