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桃谷順天館グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

創業から 135 年、美と健康を追求しつづけてきた桃谷順天館グループ（本社：大阪市中央区、代表取締役社

長：桃谷誠一郎）は、美肌に導く腸内細菌「美肌菌」を増やす独自成分フローラコントローラ ISR を配合した、バリ

スタ監修のオリジナルブレンドコーヒー「M’s Blend Coffee」を、応援購入サービス「Makuake」で 2月 17日（水）か

ら 3月 30日（火）まで販売することを発表いたします。 
https://www.makuake.com/project/momotani-coffee/ 
 ※2月 17 日よりサイトはご覧いただけます。 ※数量限定のため予定より早く終了する場合もございます 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

美肌に導く腸内細菌「美肌菌」を増やして身体の中からキレイに！               

独自の美肌成分“フローラコントローラＩＳＲ”配合のオリジナルブレンド珈琲 

化粧品会社×バリスタ 共同開発「 M’s Blend Coffee」  
2021年 2月 17 日（水） Makuakeで先行発売開始！ 

 

https://www.makuake.com/project/momotani-coffee/


◆開発背景 

当社は創業以来 135年にわたり皆様の美と健康に貢献すべく研究を続けて参りました。私たちは、「お

客さまの美と健康に関するお悩みを解決するモノづくりを行い貢献する」という創業から続く原点に立

ち、既存の枠にとらわれないモノづくりに挑戦しています。      

その挑戦の 1つとして、当社が独自開発した、美肌に導くことができる腸内細菌「美肌菌」を増やすこ

とができる成分「フローラコントローラＩＳＲ」を配合したメニュー開発を行っています。これまでに

デリバリー専門のフードメニューの開発、外食企業様とのコラボメニューの開発などを行ってまいりま

したが、ご自宅でより手軽に楽しんでいただけるように、ドリップタイプのコーヒーの開発を行いまし

た。バリスタの国際資格を持つ瀬戸家氏監修によるオリジナルのブレンドです。珈琲は、ポリフェノー

ル（クロロゲン酸）が豊富に含まれていることから、古くから美肌に効果があると言われ世界中で飲ま

れてきました。抗酸化作用も高く、飲み続けることで活性酸素を除去する効果があることがわかってい

ます。「フローラコントローラＩＳＲ」を配合することで、さらに美肌の効果を高めることが期待でき

ます。 

 

◆商品特徴 

「なぜコーヒー？」 

 新しい生活様式が始まり、これまでのように家族や友人と外出をすることが減り、家で過ごす時間が多くなりまし

た。そのせいで心にぽっかり穴が開いたように感じたり、余裕がなくなってしまったと感じたりする方も多いと言わ

れています。そんな時でも、少し贅沢なコーヒーで自分をいたわる時間を作り、心も頭も整えて欲しい、、、、 

こんな想いから、「M’s Blend Coffee」が誕生いたしました。 

      

◆「M’s Blend Coffee」ラインナップ  

バリスタが厳選した 3種のブレンドをフレッシュな状態でご用意いたしました。 

本商品は、お店のクオリティーをそのままにお家に届けたい、という思いから、豆の選定・焙煎、包装にいたるまで

1つ 1つ丁寧に手作りしており、防腐剤や香料などの余計なものは一切はいっておりません。お湯を注ぐとモコモ

コと膨れ上がる状態は豆が新鮮な証拠です。美味しい状態で飲んでいただくため、賞味期限は２か月と短くなって

います。 

 

＜レギュラーライン 2種＞ 

珈琲本来の味をしっかり味わっていただけるような配合になっています。  

・M’s Blend Coffee Light roast  

エチオピア産の豆の豊かな香りを引き出し、まろやかな酸味ですっきりとした後味に仕上げました。さらに、ベーシ

ックなコロンビア産の豆を用いることで味を調えバランスの取れた飲みやすい珈琲です。 

 ・M’s Blend Coffee Deep roast  

世界屈指と言われるインドネシアの豆を用いた、深いコクと苦みが特徴的です。豊かな香り立ちは珈琲の世界観

を演出し、すっきりとした後味に仕上げています。 

 

＜プレミアムライン 1種＞  

しっかりと美肌成分を摂っていただけるように、1 日分の摂取量のフローラコントローラ ISR がたっぷり配合されて

います。 

 ・M’s Blend Coffee Premium roast  

最上級の豆をふんだんに使用し、独特の後味とキレの良い上品な苦味を表現しています。すべてが最高級。珈

琲通のために開発されたプレミアムな１杯を是非ご賞味ください。 
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M’s Blend Coffee Light roast M’s Blend Coffee Deep roast M’s Blend Coffee Premium roast 
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◆〝マイナス９，６歳“を実現させる独自成分「フローラコントローラＩＳＲ」とは？ 

   「肌の美しい人は何が違うのか？」という疑問から研究スタート 

 

「肌の美しい人は何が違うのか」という点に着目し、40-50代の女性のお肌の状態や生活習慣、食生活やヒト細

菌叢等の様々なデータを評価。その結果、腸内細菌叢に違いがあることが判明したことから、腸内細菌をデザイ

ンする独自成分開発に着手。 

当社創業からの強みである細菌叢やその制御技術を活用し、‘腸内細菌’をコントロールする独自成分「フローラ

コントローラ※ＩＳＲ」を開発しました。 

摂取前、及び、摂取 1カ月後の腸内細菌叢の比較試験から、特定の腸内細菌‘美肌菌’を増加させ、水分量や肌

弾力のスコアを上げ、美肌に導くプレバイオティクスとして効果があることを確認しました。 

当社は、この技術を、「フローラコントローラＩＳＲ」とし、2019年 9月に特許を出願しました。 

 



※フローラコントローラとは 

私たちの身体には無数の細菌が集合体（叢）として存在しています。これを細菌叢‘フローラ’と呼び、近年の

様々な研究から、フローラの状態が私たちの健康や美容に大きな影響を与えていることが分かってきました。 

弊社では、「菌を全て殺菌する」という考え方ではなく、フローラのバランスをコントロールして、よい菌を増やす

ことで「菌と共生する」という考えで研究を進めています。こうして開発された独自成分を、「フローラコントロー

ラ」と呼んでいます。 

 

・フローラコントローラＩＳＲ ニュースリリース 

https://www.e-cosmetics.co.jp/release/page.php?g=mj&p=202005_3 

・フローラコントローラＩＳＲ ホームページ 

https://www.e-cosmetics.co.jp/flora-isr/ 

 

 

以下フローラコントローラＩＳＲ ホームページより一部抜粋 
 

 
      
 

リターンの設定に関して      
選べる４つのアソート ：通常本体価格：3,000円 （税込）  
お好みや飲むシーンに合わせて選べる、４つのアソートをご用意いたしました。 

バラエティアソートとプレミアムアソートには弊社デザイナーが、プレゼントにそのまま贈っていただけるように仕

上げたオリジナルレターパック付き。プレゼント等に是非ご活用ください！ 

 

・ブラックコーヒーが苦手な方や朝にコーヒー飲む方には、”浅煎りアソート”  

・コーヒー好きやコクや香りを楽しみたい方には、”深煎りアソート”  

・いろんな味を楽しみたい方には、”バラエティーアソート” 

・大切な人へのプレゼントや自分へのご褒美には、”プレミアムアソート” 

 

 

 

＜リターン一例＞※アソートの種類によって内容が異なります。 

 

超早割【15％OFF】  バラエティアソート 2,550円（税込） 

【内容】浅煎り３袋、深煎り３袋、プレミアム２袋、ギフト用封筒・シールセット 

 

超早割【15％OFF】 深煎りアソート Deep Roast 2,550円（税込） 

【内容】深煎り６袋、プレミアム２袋 

 

※数量限定となります。詳細はマクアケサイトをご覧ください 

https://www.makuake.com/project/momotani-coffee/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.e-cosmetics.co.jp/release/page.php?g=mj&p=202005_3
https://www.e-cosmetics.co.jp/flora-isr/
https://www.makuake.com/project/momotani-coffee/


 

◆バリスタ瀬戸家純一氏 

 

ご略歴 

イタリアへ留学し、SCA(Specialty Coffee Association)のバリスタ国際資格を取得。 

全日本コーヒー商工組合連合会で取得したコーヒーインストラクター１級、日本バリスタ協会の LEVEL2 も取得。 

西中島六丁目にある vegecafe+α にて、オリジナルブレンドしたコーヒーを提供。 

大阪市北区に珈琲と焼き菓子 Novaをオープン。 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
株式会社マクアケ                                                          ＜

＜会社概要＞  

会 社 名：株式会社マクアケ 

代 表 者：代表取締役社長 中山亮太郎 

本社所在地：〒150-0002東京都渋谷区渋谷 2-16-1Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F  

設立：2013年 5月 1日 

事業内容：「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営、研究開発技術を活かした製品プロデュース支援事

業  U R L：https://www.makuake.co.jp/ 

 

 

 
株式会社桃谷順天館 

＜会社概要＞ 

桃谷順天館グループは、1885年（明治 18年）に創業してから美と健康を追求してきました。 

「Thinking Forward for Beauty 〜美しさの未来を夢見て〜」をグループスローガンに掲げ、4社からなるグルー

プ経営を行っています。 

「こころ彩る美肌創りを通じて人々の幸せに貢献します」を企業理念とし、永い歴史とともに培った技術力と品質

力をさらに進化させ、国内外で包括的に『美』を提供する企業グループを目指し、企業活動を続けています。 

桃谷順天館グループのニュースリリース一覧 

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/28974 

https://www.makuake.co.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/28974


 

 

 

■株式会社 桃谷順天館 http://www.e-cosmetics.co.jp/ 

【本社所在地】大阪市中央区上町 1-4-1 

【岡山工場所在地】岡山県和気郡和気町米澤 629番 1号 

【創業】：1885年 6月 

【資    本    金】9900万円 

【事  業  内 容】化粧品等の製造・販売および輸出入 

【代表取締役社長】桃谷 誠一郎 

 

■株式会社 明色化粧品 http://www.meishoku.co.jp/ 

【創業】1993年 12月 

【資    本    金】1000万円 

【事  業  内 容】化粧品等の販売 

【代表取締役社長】桃谷 誠一郎 

 

■株式会社 コスメテックジャパン http://www.cosmetecjapan.com/ 

【創業】1993年 12月 

【資    本    金】1000万円 

【事  業  内 容】化粧品等の製造・販売／OEM事業 

【代表取締役 CEO】藤本 謙介 

 

■上海桃谷順天館化粧品商貿有限公司 http://www.e-cosmetics.cn/ 

【創業】2007年 11月 

【資    本    金】4000万円 

【事  業  内 容】化粧品等の輸出入・販売 

【董事 兼 総経理】服部 学 

 

 

●本件に対するお問い合わせ先● 

株式会社桃谷順天館 広報担当 

田﨑・塔筋・中田 (release@e-cosmetics.co.jp) TEL.06-6768-0610 /  FAX.06-6765-5901 

 

http://www.e-cosmetics.co.jp/
http://www.meishoku.co.jp/
http://www.cosmetecjapan.com/
http://www.e-cosmetics.cn/
mailto:release@e-cosmetics.co.jp

