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創業から 136 年、美と健康を追求しつづけてきた株式会社桃谷順天館（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：

桃谷誠一郎）は、株式会社 LG&EW（本社：東京都品川区、代表取締役：飯沼辰朗）が展開する、「美と健康は食事

から」をコンセプトにしたお野菜カフェ“Mr.FARMER”とタッグを組み、体の中からキレイを目指す美活スムージー

“FLORA”を、Mr.FARMER５店舗（表参道、新宿、駒沢、日比谷、恵比寿）にて 2021年 6 月 21 日～8 月 31 日まで

の期間限定で販売いたします。 

美活スムージー“FLORA”には、飲むだけで美肌に導く腸内細菌を増加させる桃谷順天館の独自開発成分「フロ

ーラコントローラ ISR」を配合しており、“体の中からキレイ”をサポートします。 

また 7月 10日～恵比寿店限定で、美活スムージー“FLORA”をご注文のお客さまへフローラコントローラ ISRサ

プリ「RF28インナースキンビューティフローラサプリメント」を、１包装プレゼントさせていただきます。 

 
体の中からキレイに！飲むだけで美肌に導く当社独自開発成分「フローラコントローラ ISR」配合 

美活スムージー“ FLORA”  税込 979 円 （お持ち帰り 税込 961 円） 

 

■背景 

桃谷順天館では、様々なアプローチでお客さまの“美と健康”をサポートしたいと考えております。 

“美と健康”は食と深い関わりがあり、当社では内外美容の観点から、飲むだけで美肌に導く腸内細菌を増加させ、

腸内免疫もアップさせる独自成分「フローラコントローラ ISR」を開発しました。その「フローラコントローラ ISR」が関

東を中心に展開するお野菜カフェ“Mr.FARMER”の「美と健康は食事から」というコンセプトに合致し、今回のコラ

ボレーションが実現しました。 

イートインはもちろん、新型コロナウイルス感染症の予防のため外食を控えるお客さまに向け、お持ち帰りにも対

応します。 

 

■メニュー詳細 

美活スムージー“ FLORA” 

税込 979円 （お持ち帰り 税込 961円） 

  

ゴジベリーやヘンプシードなどのスーパーフードとココナッツミルク、 

ベリー系フルーツをふんだんに使ったヘルシースムージー 

独自開発成分「フローラコントローラ ISR」配合で、飲むだけで美肌へ！ 
※一部店鋪で変更される可能性がございます 

 

2021年 6月 21日～8月 31日までの期間限定販売 

桃谷順天館「フローラコントローラ ISR」×お野菜カフェ Mr.FARMER 

飲むだけで腸内の美肌菌を増やす 美活スムージー“FLORA” 
2021年 6月 21日から Mr.FARMER ５店舗にて期間限定で販売スタート！ 



 

■販売店舗 

 

 

 

Mr.FARMER 表参道店 

東京都渋谷区神宮前 4-5-12 セピア原宿 1F 

03-5413-4215 

 

 

 

 

 

 

Mr.FARMER 新宿店 

東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急新宿ミロード モザイク通り 

03-3349-5731 

 

 

 

 

 

 

Mr.FARMER 駒沢店 

東京都世田谷区駒沢公園 1-1-2 

03-5432-7062 

 

 

 

 

 

 

Mr.FARMER 日比谷店 

東京都千代田区有楽町 1-1-2  

東京ミッドタウン日比谷 B1F HIBIYA FOOD HALL 

03-3519-3066 

 

 

 

 

 

Mr.FARMER 恵比寿店 

東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 アトレ恵比寿 6F 

03-5475-8431 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い営業時間等に変更がございます。 

詳細は Mr.FARMER公式 HPよりご確認ください。 

https://mr-farmer.jp/ja/locations/ 

 

https://mr-farmer.jp/ja/locations/


 

 

■恵比寿店限定！ 

2021年 7月 10日より、フローラコントローラＩＳＲサプリ１包装をプレゼント！ 

桃谷順天館の通販ブランド RF28より発売している「RF28 インナースキンビューティフローラサプリメント」を、 

「美活スムージー“ FLORA”」ご注文のお客様に漏れなく１包装プレゼントさせていただきます。 

対象店舗 ： Mr.FARMER 恵比寿店 

対象期間 ： 202１年 7月 10日～ 
        ※予定数量に達し次第終了します 

 
 

 

■〝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。 

当社の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。 

当社では、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。 

当社では、「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/ 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜会社概要＞ 

 

◆株式会社 LG&EW https://mr-farmer.jp/ja/ 

2020年 9月に、グループ再編により 2つの会社が合併。イタリアンレストラン「TANTO TANTO」を展開するルモン

デグルメ社と、全国の契約農家から届くこだわりの野菜を提供する「やさい家めい」や「AWkitchen」などを展開す

るイートウォーク社の 2 社が一緒になることで、互いに協力しあい、ブランドの魅力をより一層高めることができる

会社として新たなスタートを切り、全国でレストラン事業を展開しています。 

 

【本 社 所 在 地】東京都品川区東五反田 5-10-18 

【創 業】1983年 

【創 立】2020年 9月 

【資    本    金】1百万円 

【代表取締役社長】飯沼 辰朗 

 

＜■Mr.FARMER https://mr-farmer.jp/ja/＞ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

｢美と健康は食事から」をコンセプトに、シェフが選んだ自慢の野

菜をふんだんに使ったお野菜カフェ。 

2014 年 11 月に 1 号店である表参道本店がオープンしました。

Mr.FARMER という店名には、全国各地の契約農家さんが作った

こだわりの野菜をおいしく召し上がっていただきたいという想いが

込められています。まるで森の中にいるような緑あふれる店内で、

アメリカ西海岸のカフェにインスパイアされたヴィーガン、グルテン

フリー、パワープロテインメニューなどをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

◆ 桃谷順天館 

 

桃谷順天館グループは、1885 年（明治 18 年）にきびに悩む妻の

ために創った「美顔水」をきっかけに創業して、これまで 135 年美

と健康を追求してきた化粧品メーカーです。 

「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://mr-farmer.jp/ja/
https://mr-farmer.jp/ja/


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】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 

塔筋：090-1222-1885 

田﨑：070-2310-1885 

中田：090-3713-1885 

 Mail:release@e-cosmetics.co.jp 

TEL.06-6767-1444 /  FAX.06-6765-5901 
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