
お米、水、麹、酵母と蔵人の技。お酒を構成するすべての要素が揃う醗酵の瞬間。

無数の泡が次々と生まれては弾け、姿を変えながら大きくうねり、生命の躍動に溢れています。

酒蔵の風景 卯月

完 熟 醗 酵 かんじゅくはっこう

お米のチカラで豊かに、上質に。
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お酒を飲むとお肌の調子がよくなる、酒風呂に入ると全身がしっとりする―。こんな
言い伝えや経験則を科学的に分析。日本酒や米醗酵における美容成分と効果効能
の研究を重ね、美容のための純米酒や「コメ発酵液」の独自開発に成功しました。
米醗酵のメカニズムを応用した酒蔵の基礎化粧品を開発秘話とともにご紹介します。 醗酵コスメの無添加基準：

福光屋が美容の観点で日本酒の成分や
米醗酵の解明を始めて32年が経ちます。

✓香料不使用 ✓着色料不使用 ✓鉱物油不使用 ✓合成防腐剤不使用 ✓合成界面活性剤不使用

発売から30年。
 “美容にいい純米酒”
の名で人気の
ロングセラー。

母

の日
ギフトに

母

の日
ギフトに

母

の日
ギフトに

コメ発酵液 FRS-01 が美をつくる「 」
厳選したお米と天然水、麹と酵母を原料に独自開発した美容液。豊富なアミノ酸による高い保湿力が特長です。

✓20種類以上のアミノ酸やビタミン、ミネラルを含有
豊富なアミノ酸とお肌に必要な栄養素による高い保湿力がポイント。

✓ビタミンＣを上回る抗酸化力
活性酸素を消去する物質に着目。「FRS-01」は高い抗酸化力をもちます。

✓注目のエイジングケア成分を含有
フェルラ酸、クマル酸、アルブチン、GABAなどの美容成分を含みます。

コメ発酵液「FRS-01」保湿試験
（測定器：Corneometer CM825／当社調べ）
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80

90

100

110

120 塗布前 120分後
角
質
水
分
量
変
化
率（%
）

活
性
酸
素
残
存
率（
%
）

コメ発酵液「FRS-01」抗酸化力試験
（北陸先端科学技術大学院大学調べ）
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コメ発酵液「FRS-01」を
主成分とした
高保湿自然派基礎化粧品

日本酒の科学から生まれた醗酵コスメ

200㎖ 500円（税抜）
純米酒 すっぴん

酒蔵に眠る600本の貯蔵タンクから、最
も美容効果の高いお酒を選び、“美容に
いい純米酒”として発売。福光屋の日本
酒コスメの第1号です。お米と仕込み水
だけで造ったシンプルな処方の化粧水。
全身のローションとして、自由自在にお
使いいただけます。お酒のほのかな香り
とさっぱりした使い心地が特長。

ソープ、クレンジング、化粧水、乳液、美容液、クリーム
の各アイテムに「FRS-01」を配合。植物エキスやコメ
ヌカ油、ヒアルロン酸、コラーゲンなどの天然由来の
美容成分をアイテムごとに厳選し、バランスよく組み
合わせました。贅沢な処方にこだわった、福光屋の
醗酵コスメの最高位ブランドです。

最新のコメ発酵液「FRS-14」は、従来のアル
コールを含むコメ発酵液と比較してアミノ酸度
が25％アップ。それによって保湿力も27％高ま
りました。日本酒の主成分となる米醗酵由来の
アミノ酸や有機酸などを豊富に含むデイリー
ユースタイプ。

20㎖ 3,000円（税抜）
コメラボ 日本酒酵母エキス原液

福光屋が保有する自社酵母の中から美容
成分を一番多く生み出す酵母「FT15」を
選抜。お肌の天然保湿因子NMFの主成分
であるアミノ酸をつくりだす能力が極めて
高く、必須アミノ酸などの栄養素を豊富に
含む導入美容液です。

50㎖ 350円（税抜）

アミノリセ プラス
醗酵美ドリンク

身体の内側から美容にはた
らきかける目的で開発した
米発酵エキス「FRE-01」。
20種類以上の天然アミノ酸
を含む「FRE-01」を配合し
たアミノリセプラスは、美容
と健康をサポートする自然
派食品です。醗酵美ドリンク
は、「FRE-01」そのものをボ
トリング。100を超える美容
成分を配合した“飲む美容
液”です。

開発担当者・健康美事業部
課長・梅澤義典

水、BG、酵母エキスのみの表示成分でシンプル
に処方しているため、お肌への浸透（角層ま
で）を邪魔しません。稀釈や混和を一切せず、
“100％原液”にこだわって開発しました。

コメ発酵液「FRS-01」は、アル
コール分を生成しない酵母、いっ
てみれば日本酒醸造には役に立
たない酵母に着目して研究を開
始しました。約３年に及ぶ試行錯
誤を経て、2002年に開発に成功。
「FRS-01」には、通常の日本酒の
３倍以上のアミノ酸を含みます。
お肌の天然保湿因子（NMF）の
主成分であるアミノ酸は、お肌の
うるおいや保湿力に直接作用し、
美肌を育むビタミンやミネラル
から、注目のエイジングケア成分
まで、100を超える天然の美容
成分を含有しています。

醗酵研究所所長・生産本部本部長
常務・松井圭三

4. エッセンス ミルク（乳液）
50㎖ 2,000円（税抜）

3. エッセンス ローション（化粧水）
150㎖ 1,200円（税抜）

150㎖ 1,600円（税抜）

120g 800円（税抜）

1. クレンジング リキッド（メイク落とし）

2. 洗顔フォーム（洗顔料）

6. アミノリセ ナチュラル モイスト
    ローション  120㎖ 5,600円（税抜）

8. アミノリセ ナチュラル モイスト
    エッセンス  50㎖ 8,000円（税抜）

7. アミノリセ ナチュラル モイスト
    エマルジョン  35g 6,000円（税抜）

5. アミノリセ ナチュラル モイスト
   クリーム  30g 8,000円（税抜）

30g 3,000円（税抜）

9. アミノリセ
    UVケアミルク

日本酒酵母から美容成分を抽出。
原液100％の美容液。

「FT15」は、福光屋が従来使用している日本酒酵母と比較し

てアミノ酸を生成する能力が３倍以上。真皮の成分をつくり

出す線維芽細胞の寿命を延ばす作用も示唆されています。

契約栽培した兵庫県産の酒米・山田錦を麹や酵母、乳酸菌などの微生物で約40日間醗酵させ、
半年以上熟成させる「FRS-01」。醗酵による美容成分の宝庫、天然成分100％の美容液です。

新

発売
！

オンラインショップ限定

定期お届け
サービス

化粧品＆醗酵飲料のご購入は

で
初回のお届けから毎回特別価格

5
0円

%
OFF 15%

OFF

送料・代引き手数料・クール代

選べるお届けサイクル

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 隔週 45日

初回
から 最大

福光屋オンラインショップの
定期購入がお買い得！

OK!いつでも中止・再開

最新のコメ発酵液「FRS-14」を高配合した
ベーシックなシリーズ。

酒蔵だから提案できる
“内外美容”。
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天然由来
成分
100％

ノンシリコン、ノンナノマ
テリアル、紫外線吸収剤
不使用のUVケア商品
が新登場しました。

製法特許
取得

SPF30 PA＋＋＋

○「発酵」と「醗酵」について ： 薬事法と食品衛生法で定められる表示名称に従い、化粧品の原材料「コメ発酵液」と食品原材料「米発酵エキス」は「発酵」と表記し、微生物を活用して有機物を分解し有効な成分を生成させることを本来の用字である「醗酵」と表記しています。

直営各店

COSMERIA
of the Year 2018
美容液 部門 第１位

酒米の最高峰・山田錦100％ 酒蔵仕込み

豊富なアミノ酸 ノンアルコール

酵母植物性乳酸菌麹菌天然水　お米

10
化 粧 品

%
OFF

＜対象商品＞
・アミノリセ・アミノリセ プラス
・コメラボ
※福光屋ポイントカードをお持ちの
　方に限ります（当日発行可能） 
※福光屋ひがしでは開催しておりません。
※オンラインショップは対象外。

福光屋の基礎化粧品や醗酵美容食品を、お手に
とって体験いただける特別な１日。日本酒の科学
から生まれた、お米と醗酵のチカラをあなたの
お肌で感じてください。

毎月25日は醗酵美DAY

新発売記念キャンペーン実施中！ 詳しくは裏面へ
@fukumitsuya_health.beauty

醗酵コスメの最新情報を
お届けするアカウントができました
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検索こめから
純米大吟醸の仕込みタンクでは、刻々とその姿を変えながら醪
が醗酵しています。お米と水、麹と酵母、蔵人の技が一つにな
り、理想的な経過を辿ると、艶のあるふくよかな高泡が出現し
ます。これは旺盛な醗酵が進んでいる証。蔵人が安堵する瞬間
でもあります。タンクの中のお米は、持ち得るすべての旨味を
醪に託し、完熟醗酵のピークへと向かいます。

東京都港区赤坂9-7-4 D-B123 東京ミッドタウン ガレリア地下1階
TEL 03-6804-5341　OPEN 11:00～21:00

SAKE SHOP 福光屋

東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川髙島屋S・C 南館 地下1階
TEL 03-5717-3305　OPEN 10:30～19:30

SAKE SHOP 福光屋

石川県金沢市東山1-14-9
TEL 076-251-5205　OPEN 10:00～18:00 

福光屋 ひがし

東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル1階
TEL 03-5288-5015　OPEN 11:00～20:00（土日祝 19：00閉店）

SAKE SHOP 福光屋

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座7階
TEL 03-6228-6113　OPEN 10:00～20:00福光屋 松屋銀座

石川県金沢市石引2-8-3
TEL 076-223-1117　OPEN 10:00～18:00

SAKE SHOP 福光屋

東京ミッドタウン店

玉川店

丸の内店

金沢店

直営店

オンラインショップ

24時間受付

www.fukumitsuya.comインターネット

0120-293-285TEL（通話料無料） （酒・食品専門ダイヤル）

0120-533-076FAX（通信料無料）

0120-003-076（化粧品専門ダイヤル）
平日9：00～17：00（土日祝を除く）
携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

◎直営店とオンラインショップのポイントは別になります。
◎イベント・講座は、新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて変更・中止する場合がございます。ご了承ください。

こちらから
オンラインショップに
アクセスできます。

丸の内店

4月27日（月）、28日（火）
18:30～（約１時間）

2,500円（税込）  酒肴付き
10名様（要予約）

松屋銀座

4月21日（火）
18:30～（約１時間）
会費 2,500円（税込） 酒肴付き
定員 7名様（要予約）

日本酒講座

◎匂いの強い整髪料や香水のご使用はご遠慮ください

◎お一人様1点に限ります。

ご予約はお電話・メール・店頭で承ります。
＜SAKE SHOP 福光屋 丸の内店＞
＜ 福 光 屋  松 屋 銀 座 ＞ 

TEL 03-5288-5015   marunouchi@fukumitsuya.co.jp
TEL 03-6228-6113   ginza@fukumitsuya.co.jp

福光屋の 講座

丸の内店

４月14日（火）
①14：30～ ②18：30～ （約１時間）
会費 3,500円（税込） 醗酵食品のお土産付き
定員 10名様 （要予約）
会場 丸の内店 カウンター

松屋銀座

4月15日（水）
①14：30～ ②18：30～ （約１時間）
会費 3,500円（税込） 醗酵食品のお土産付き
定員 7名様 （要予約）
会場 福光屋 松屋銀座 BARコーナー

丸の内店 カウンター 会場 福光屋 松屋銀座 BARコーナー

◎予約不要、開催時間内のご都合のよいお時間にご来店ください。

醗酵食講座 今月のテーマ： 麹編～醗酵食品で免疫力アップ～
講師：福光屋・迫田麻由美（醗酵食コーディネーター）

今月のテーマ： 日本酒のいろはを学ぶ
講師：福光屋・今井由莉（丸の内店）、東結花（松屋銀座）

日本酒  &  醗酵食

オンラインショップ

会場
定員
会費

2,200円（税込）  お酒1合と限定酒肴付き　　 SAKE SHOP 福光屋 丸の内店会場会費

丸の内店

4月17日（金）～26日（日）

４月21日（火）～24日（金） 17：00～19：30（Ｌ.O.）

今回で12回目となる額賀さんの企画展を今年も開催いたし
ます。日本のみならず、ニューヨークなどでも活躍する額賀さ
んの作品をお楽しみいただけます。定番のプリーツワークや
彫刻的な造形が美しい器の数々。素材感や手触りの面白
み、料理の和洋を問わない軽やかな包容力が魅力です。

額賀章夫展

毎日の生活に醗酵食品を取り入れて免疫力アップを目指しましょう。
簡単レシピのご紹介と、大人気の醤油糀を作るワークショップ付き。

これから日本酒を楽しみたい方、基礎知識を身につけたい方に向けて、いろはを
お教えします。酒米や造りの違い、ペアリングのコツなどを幅広くご紹介します。

初夏の季節酒、蔵出し開始！

オンライン限定！ 夏の季節限定酒 3本セット

加賀鳶 夏純米 生 蔵出し記念week 

4,080円（税抜）

11,600円（税抜）

福正宗
純米吟醸
生貯蔵酒
金沢涼風 要冷蔵要冷蔵

送料・クール代無料

4月22日（水） 発送開始

ご紹介の季節酒をセットにし、送料・クール代をサービスした特別価格でご用意。

発売当日から4日間、今年の出来栄えをお酒に合わせた酒肴とともにお楽しみいただけます。 720㎖
1,500円（税抜）
石川県産の酒米・
五百万石と金沢
酵母で醸したメイ
ドイン石川の純米
吟醸生貯蔵酒。

加賀鳶
純米吟醸
生原酒
720㎖
1,300円（税抜）
石川県産の五百
万石のみで仕込
んだ生酒を、一年
熟成させて蔵出
しします。

加賀鳶
夏純米 生

720㎖
1,280円（税抜）
みずみずしさと清
涼感、米の旨味を
堪能できる初夏
に相応しい辛口
純米酒。

4月17日
発売

4月21日
発売

4月22日
発売

玉川店

4月23日（木）～5月10日（日）
いりこ酒 やまくに＆福光屋

福光屋 ひがし

限定「かなざわ箱」  好評発売中!!
蔵元限定酒を含め、香り豊かな純米大吟醸3種とオリジナル木升入りの
お得なセットです。ご自宅用として、金沢土産としてもおすすめです。全国
送料サービスでお届けします。

[セット内容] ・蔵元限定 純米大吟醸 金澤  ・福正宗 純米大吟醸原酒 金澤 
                   ・加賀鳶 吉祥 純米大吟醸（全て720㎖） + 福光屋ひがしオリジナル木升

高保湿基礎化粧品「アミノリセ」シリーズに、天然由来成分100％の紫外
線ケアアイテム「UVケアミルク」が新登場。紫外線吸収剤不使用、ノンシ
リコン、ノンナノマテリアルのこだわりの処方と石鹸で洗い落とせるやさ
しさが特長です。

3月26日（木）～5月31日（日）

→ 特別価格 2,400円（税抜）アミノリセUVケアミルク 通常価格 3,000円（税抜）
単品
特典

セット
特典

アミノリセUVケアミルク 新発売記念キャンペーン

醗酵飲料2020 母の日ギフト

1,600円もお得!!→ キャンペーン価格 10,000円（税抜）

初回お試し20％OFF！！

UVケアミルクセットを
特別価格でご提供!
通常価格：11,600円（税抜）

UVケアミルクと「アミノリセ」の中でもとくに人気の高い、
洗顔石鹸とローションの３点セットを特別価格でご提供します

［セット内容］ ・アミノリセ UVケアミルク 30g  3,000円×１本 ・アミノリセ ナチュラル モイスト ソープ 100g  3,000円×１個
                        ・アミノリセ ナチュラル モイスト ローション120㎖  5,600円×１本

詳しくは
こちら大切なご家族へ感謝を込めて。健康維持と美容効果を

期待できる醗酵飲料を母の日の贈り物用にご用意しました！

4月5日（日） 14：50集合 15：00～
桜と純米吟醸酒を楽しむお花見ツアー
日本酒 真琴 × 金沢 純米蔵 福光屋

ご予約・お問い合わせ TEL 076-231-2191 福光屋 営業企画部（担当：松前）

会場 福光屋　金沢市石引2丁目8番3号 
日本酒 真琴　金沢市東山一丁目５番３号

会費 6,000円（税、日本酒、お料理、移動のタクシー代含む） 15名様（要予約）定員

金沢ひがし茶屋街の人気地酒専門店「日本酒 真琴」との２回
目となるイベントは、桜の季節に相応しい軽やかで華やかな
純米吟醸酒をテーマに開催。今回は、福光屋の酒蔵見学から
スタートし、東山・主計町をお花見散策後、「日本酒 真琴」へ。
福光屋の生産本部部長による日本酒談義もご期待ください。

超入門編

送料無料

晩春から初夏に楽しめる数量限定季節酒が今年も発売されます。
旬の味覚を引き立て、さっぱりと爽快な香りと味わいを引き出した造りです。

対象商品５％
ポイント還元

※

（※通常３％還元）

いりこ酒で一献。日本各地の酒器や道具とともに、「やまくに」のいりこ
と福光屋のお酒を楽しむひとときをご提案します。瀬戸内の新鮮なイワ
シで仕立てたいりこの風味と選りすぐりの純米酒をお楽しみください。

◎新型コロナウイルス感染症対策に伴い、直営店の営業時間を変更する場合がございます。
　詳しくはホームページ上でご確認くださいますようお願いいたします。

◎写真はイメージです。


