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※この他、掲載しきれない多数の植物エキスを扱っております。
お探しの植物エキスがあればお問い合わせ下さい。

PhytoCellTec TM
– 植物幹細胞エキスを生産する新テクノロジー

植物幹細胞エキス

ミベールバイオケミストリー（Mibelle Biochemistry）社はフィト
セルテックと呼ばれる新しい技術を開発してきました。この技術に
よって希少な植物や絶滅危惧種植物、収穫が困難な植物由来の細胞
を大量に培養することが可能となります。
これら培養物から得られたエキスは、ヒト表皮幹細胞または真皮幹
細胞の働きを高め、シワを減らす等の効果が期待出来ます。

製品名

全成分（表示名称）

フィトセルテック シンフィツム
PhytoCellTec Symphytum

イソマルト、水、レシチン、 コンフリーの幹細胞エキスにより表皮のターンオーバーを促進させ、皮膚を滑
コンフリーカルス培養エ
らかにする作用があります。更にはヒアルロン酸も増加させることが確認でき 粉末
キス、安息香酸 Na

概要

形状

ています。（推奨配合量：0.4-1.0%）

4 か月腐らないリンゴで話題のウトビラー・スパトラウバーの幹細胞を培養し
水、リンゴ果実培養細胞エ
フィトセルテック マルス ドメスティカ キス、フェノキシエタノー て得られたエキスです。表皮幹細胞に栄養を与えて、表皮の再生能力を助け
液体
PhytoCellTec Malus Domestica ル、キサンタンガム、グリ るアンチエイジング効果があります。（推奨配合量：2.0 － 5.0％ ※粉末 ver.
セリン、レシチン
もあります）

中文名称
有（中国向け
に INCI 名変更
の必要あり）

有

フィトセルテック アルガン
PhytoCellTec Argan

イソマルト、水、アルガニ
モロッコの希少植物アルガンツリーの幹細胞エキスです。真皮幹細胞を賦活し、
アスピノサカルス培養エ
粉末
キス、レシチン、安息香酸 肌の最深部からアンチエイジングを促します。
（推奨配合量：0.4 － 1.0％）
Na

に INCI 名変更

フィトセルテック ソーラー ビティス
PhytoCellTec Solar Vitis

イソマルト、水、レシチン、 ブドウ幹細胞エキスにより UV ストレスから皮膚の幹細胞を保護します。肌
ブドウ果実細胞エキス、レ 本来の再生能力を助けるアンチエイジング効果もあります。
（推奨配合量：0.4 粉末
シチン、安息香酸 Na

有

フィトセルテック アルプ ローゼ
PhytoCellTec Alp Rose

イソマルト、水、ロドデン
ドロンフェルギネウム葉
スイスアルプスの高山植物「アルペンローゼ」の幹細胞を培養して得られたエ
培養細胞エキス、レシチ
ン、（安息香酸 Na、乳酸； キスです。皮膚幹細胞に栄養を与えて、紫外線や乾燥などの外部ストレスから 粉末
この 2 成分は 2019 年 1
細胞を守ります。（推奨配合量：0.4-1.0％）
月製造分から除去されま
す。）

に INCI 名変更

フィトセルテック ヌナタック
PhytoCellTec Nunatak

イソマルト、水、レシチン、 得たエキスを含む顆粒粉末。真皮幹細胞を賦活し、肌の最深部からアンチエイ
サポナリアプミラカルス
粉末
ジングを促します。さらにその幹細胞に紫外線に対する耐性を与えます。（推
培養細胞エキス

の必要あり）

－ 1.0％）

氷河期を生き抜いたアルプスの高山植物サポナリアプミラの幹細胞を培養して

奨配合量：0.4-1.0％）

ゴジベリー（クコ）の幹細胞を培養して得られたエキスです。間葉系幹細胞に

フィトセルテック ゴジ
PhytoCellTec Goji

有（中国向け

イソマルト、水、クコカ
おけるエクソソームシグナルを刺激し、細胞間コミュニケーションを利用して
ルス培養エキス（申請中）、
粉末
真皮におけるコラーゲンやエラスチンの発現を向上させます。肌密度を向上さ
レシチン

せることで V-shaped face を生み出します。
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有（中国向け
の必要あり）

有（（中国向け
に INCI 名変更
の必要あり）

有（中国向け
に INCI 名変更
の必要あり）

アンチエイジング

細胞間コミュニケーション、
エピジェネティクス、
抗糖化、
長寿遺伝子に注目したカロリー制限様作用、
ミトコンドリアでのエネルギー産生、
コラーゲン産生、
アイスワインやペプチドを用いた即効性抗シワ素材、
表情ジワ用ボトックス様ペプチド、
植物性グロースファクター等
様々な理論や技術を応用して抗シワ効果を持たせた
アンチエイジング原料がございます。
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製品名

全成分（表示名称）

概要

ダームコム
DermCom

化粧品の原料としてはめずらしいクロッカスの球根エキスです。コラーゲンや
クロクスクリサンツス根
エラスチンを増やすグロースファクターの産生を促進する効果があります。妊 粉末
エキス、アラビアゴム、水
娠線の改善効果も期待できます。（推奨配合量：％、防腐剤フリー）

形状

中文名称

スノーアルゲパウダー
Snow Algae Powder

コエノクロリスシグニエ
する特性を生かし、栄養が豊富な状態を人工的に作り出し原料化しています。
ンシスエキス、水、レシチ
粉末
カロリー制限様活性を応用して肌の老化を遅らせ、シワやシミを改善します。
ン、マルトデキストリン

無

リポベル ソーヤグリコン
Lipobelle Soyaglycone

水、エタノール、ポリソル 天然女性ホルモン様物質「ダイズイソフラボン」のリポソームです。女性ホル
ベート 80、レシチン、ダ モンの減少が引き起こす肌内部のヒアルロン酸・コラーゲンの減少を抑え、ハ 液体
イズイソフラボン
リのある艶やかな肌を作ります。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

アメリオックス
Ameliox

水、グリセリン、エタノー カルノシンによるコラーゲンの抗糖化作用とオオアザミエキスの抗酸化作用に
ル、レシチン、カルノシン、
より、しわやたるみを減少させる効果をもちます。（推奨配合量：1.0-5.0%、 液体
オオアザミ果実エキス、ト
防腐剤フリー ※エタノールフリー ver. もあります）
コフェロール

有

無

アルプス等の雪の上で生育する単細胞藻類由来の原料です。環境によって変色

（推奨配合量：2.0-3.0％、防腐剤フリー）

サンフラワー シュート アクティブ ヒマワリ芽エキス、
安息香酸 Na
Sunflower Shoot Active

ヒマワリ新芽エキスにより皮膚細胞 (ATP) の活性化を促し、つややかな肌を
作ります。エコサート認証原料です。（推奨配合量：2.0-5.0％）

液体

有

ロイヤルエピジェン P5
Royal Epigen P5

ペンタペプチド -48、水添
レシチン、グリセリン、シ
ア脂、フェネチルアルコー
ル、エチルヘキシルグリセ
リン、マルトデキストリ
ン、水

エピジェネティクスに注目。女王蜂を生み出すとされるローヤルゼリー中の
ローヤラクチンを模倣したペプチドを利用し、シアバターをベースにしたリポ
ソーム原料。肌再生を促し、明るく均一なトーンの肌を生み出します。（推奨
配合量：2.0-3.0％ ）

液体

無

ヴィン - アップリフト
Vin-upLift

カエサルピニアスピノサ
ガム、マルトデキストリ
ン、水、ワイン

アイスワインをタラガムとマルトデキストリンで顆粒粉末化した化粧品原料。
長期的な保湿と即効性のリフティング効果が期待出来ます。（推奨配合量：
粉末
0.5-2.0％ ）

有

ピノルミン
Pinolumin

シモフリマツ木エキス、エ ツの木）からエタノール / 水抽出したエキスを利用した化粧品原料。シミを薄
タノール、ペンチレングリ
液体
くし肌全体のトーンを均一にします。抗炎症作用も持つため敏感肌にも最適で
コール、水

無

ムナプシス
MUNAPSYS

表情ジワ用の Botox 様ペプチド。中国対応可能。in-cosmetics North America 2018
では innovation award の銅賞を受賞した原料。この表情ジワ関連で有名な原料 A
水、グリセリン、カプリリ （SNARE 複合体の阻害によるアセチルコリン放出阻害）と S（アセチルコリン受容体
ルグリコール、アセチルヘ
液体
ブロック）の両方のメカニズムをカバーし、この 2 種を混合した計 5% 混合処方と 3%
キサペプチド -1
MUNAPSYS で比較を行い、混合液よりも優れた結果が得られています。7 日間でのシ
ワ改善効果が確認できています。

有

エピテンシブ
EPITENSIVE

BG、水、オリゴペプチド
-1

Nicotiana benthamiana 中で産生させた植物性 EGF。Non-GMO。植物性
EGF として抗シワ効果が期待出来ます。

液体

有

セルアイ
SCELLEYE

BG、水、オリゴペプチド
-2

Nicotiana benthamiana 中で産生させたペプチド。Non-GMO。植物性
IGF-1 として目周りのシワや目のクマのケアが可能。幹細胞にも働きかけ、毛 液体
髪の成長やまつ毛の成長も期待できる。

有

シルタリス
SIRTALIS

グリセリン、水、バチルス
果と、微生物がもつ菌外多糖により 30 分以内でのリフトアップ効果（V-shape） 液体
発酵物

シーダーミウム
Seadermium

グリセリン、水、バチルス
物。基底膜構成成分であるコラーゲン IV、VI、ラミニンを強化することで肌
発酵物

液体

有

バーシリン
VERSILLIN

水、フェノキシエタノール、 真皮の構築に重要な役割を果たすバーシカンを模倣したペプチドで、肌のたる
酢酸アセチル合成ヒトヘキ
液体
みを改善します。肌の弾力を回復させ、引き締め効果も持ち合わせています。
サペプチドー５アミド

無

アルタリス
ARCTALIS

水、プロパンジオール、キ ていた微生物シュードアルテロモナスの発酵エキスです。グリコサミノグリカ
サンタンガム、カプリル酸 ンやリポポリサッカライド含有によるフィルム形成能をもち、デスモグレイン
液体
グリセリル、シュードアル 3、エラスチン、コラーゲン I と IV の発現上昇と表皮接着の向上、MMP-1 レ
テロモナス発酵物エキス

有

スキナーク
SKINARCH

グリセリン、水、カプリリ コラーゲン産生に関わる新規タンパクである MOHARK (MKX) を向上させ、
ルグリコール、エチルヘキ
また各種コラーゲン（1、3、4、5、6、7、12、13、14）の産生も向上させ
液体
シルグリセリン、パルミト
ることで内側から肌を再構築します。
イルテトラペプチド -7

無

ナチュラテック マリンブルーバイタル C
Natura-Tec Marine Bluevital C

トリ（カプリル酸 / カプリ 微細藻類技術に基づく油溶性の強力な抗シワ活性原料で、肌の構造タンパクの
液体
ン酸）グリセリル、シリン
産生を強力に刺激します。たった 24 時間でコラーゲン合成が著しく上昇しま
ドロテカフシホルミスエ
（油状）
す。（推奨配合量：0.5-2.0％）
キス

に INCI 名変更

ナチュラテック
マリン リバイタライズ HP
Natura-Tec Marine RevitaLsy HP

水、ヘマトコッカスプルビ
養して得た水溶性エキス。アポトーシス制御と p53 発現抑制により老化プロ
アリスエキス

リラックス効果をもたらすとされる Swiss Stone Pine（スイスのシモフリマ
す。（推奨配合量：2.0％ ）

レユニオン島の海の深さ 3、400m から採取した Bacillus sp. を発酵させて得
た発酵物。ミトコンドリアの ATP 産生や SIRT3 の刺激による長期的抗シワ効

が期待出通常のポリマーによるリフトアップと異なり突っ張った感じのない感
触にも優れたリフトアップ原料です。

レユニオン島の海の深さ 3m から採取した Bacillus sp. を発酵させて得た発酵
をふっくら滑らかにさせ、シワを改善します。

有

グリーンランド近くの北大西洋の深海 2、748m から採取した海水中に存在し

ベルの大幅削減や菌外多糖類による即効性＆長期的抗シワ効果、抗ブルーライ
ト効果をもつ水溶性原料となります。

有（中国向け
の必要あり）

米国の五大湖の微細藻類ヘマトコッカスプルビアリスを独自のリアクターで培
セスを抑制します。本原料はアスタキサンチンとは関係ありません。
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液体

有

製品名

概要

形状

中文
名称

老化の重要なサインになる「life factors」における特殊な保護活性を輸送する
ための天然技術と生物学的効率の融合。抗糖化作用を持ったラジカルスカベン
ジャーです。

液体

有

マルトデキストリン、エタノー ザクロの花とビタミン C 誘導体の濃縮エキスで、MMP-1 の阻害とコラーゲン
ル、ザクロ花エキス、アスコ
産生促進の W 作用で、肌密度を増してしわを減少させます。（推奨配合量：0.3- 粉末
ルビルリン酸 Na

有

全成分（表示名称）

ナチュラテック ウルトラ オー アクティブ
オリーブ油不けん化物
Natura-Tec Ultra O Active
コラゲイン
Colla-Gain

2.0％、防腐剤フリー）

コラーゲン スティミュレーション リン酸アスコルビル Mg、水、
リン酸アスコルビル Mg のリポソーム製剤で、コラーゲン産生と細胞再生を促
エタノール、水添ホスファチ
ファクター MAP
進します。（推奨配合量：2.0%、防腐剤フリー）
Collagen Stimulation Factor MAP ジルコリン、コレステロール

乳液

有

有

ローヤルゼリーエキス COS (SB)
Royal Jelly Extract COS (SB)

ハチミツエキス、ローヤルゼリーエキ
ス、水、グリセリン、安息香酸 Na、
クエン酸、ソルビン酸 K

女王蜂のために作られる栄養価の高い特別なゼリーのエキスです。収穫時ハチ
を傷つけないビーフレンドリー製品です。（推奨配合量：2.0-10.0％）

液体

ビタミン コンセントレイト
オイルソルブル
Vitamin Concentrate oilsoluble

ミリスチン酸イソプロピル、リノール
酸、パルミチン酸レチノール、ヒマワ
リ種子油、酢酸トコフェロール、オレ
イン酸、パルミチン酸、リノレン酸、
ステアリン酸、BHT

ビタミン A 誘導体、ビタミン E 誘導体を含んだ油溶性のマルチビタミン配合剤
です。（推奨配合量：1-3%、防腐剤フリー）

オイル状 有

ビタミン コンセントレイト
ウォーターソルブル
Vitamin Concentrate
watersoluble

酢酸トコフェロール、ソルビトール、
パンテノール、パルミチン酸レチノー
ル、セイヨウトチノキ種子エキス、
PG、水、PEG-40 水添ヒマシ油、ア
マニ脂肪酸、ヒマワリ種子油、BHT

様々な製品に利用可能な水溶性マルチビタミン配合剤です。（推奨配合量：
1-5%、防腐剤フリー）

液体

フィトダーミナ H リフティング
PHYTODERMINA H LIFTING

ヒドロキシプロピルシクロデ
キストリン、水、ペンチレン
グリコール

植物由来の即効リフティング剤です。 抗しわ製品への配合におすすめです。（推
水溶液
奨配合量：15% 以下、防腐剤フリー）

ビタデックス H
VITADEX H

ヒドロキシプロピルシクロデキストリ
（推奨配合量：
ン、レチノール、水、ペンチレングリ 1 つで 2 つの効果：リフティング効果と抗しわ効果があります。
コール、ポリソルベート 20、トリ（カ 2-10％、防腐剤フリー）
プリル酸 / カプリン酸）グリセリル

β - カロテン リポシステム コンプレックス
β -CAROTENE LIPOSYSTEM COMPLEX

カロチン、レシチン、グリセ
リン

水溶液

有

有

有

アンチエイジング、皮膚保護作用があります。（推奨配合量：1.0-3.0％、防腐
剤フリー）

ペースト状 有

ビタミン A アセテート & ビタミン E リポ
システム コンプレックス
酢酸レチノール、トコフェロー 抗しわ効果のある酢酸レチノール、抗酸化作用のあるトコフェロールを含有す
ル、レシチン、グリセリン
VITAMIN A ACETATE ＆ VITAMIN E
るリポソームです。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）
LIPOSYSTEM COMPLEX

ペースト状 有

レチノール & レチニル パルミテート リポ
パルミチン酸レチノール、レ
システム コンプレックス
チノール、レシチン、グリセ
RETINOL & RETINYL PALMITATE
リン
LIPOSYSTEM COMPLEX

粘稠液

レチノールとパルミチン酸レチノールにより高いアンチエイジング効果が期待
できます。（推奨配合量：900-6000IU/g、防腐剤フリー）

有

レチノール 33.000 IU/G リポシ
ステム コンプレックス
RETINOL 33.000 IU/G
LIPOSYSTEM COMPLEX

レチノール、レシチン、グリセ コラーゲン合成に働きかけ、肌の弾力を保ち、しわを防止するリポソームです。
ン、エタノール、トリ（カプル
粘稠液
（推奨配合量：0.3-1.0％、防腐剤フリー）
酸 / カプリン酸）グリセル

有

レチノール 33.000 IU/G シクロ
システム コンプレックス
RETINOL 33.000 IU/G
CYCLOSYSTEM COMPLEX

レチノール、ポリソルベート 20、水、
ヒドロキシプロピルシクロデキストリ コラーゲン合成に働きかけ、肌の弾力を保ち、しわを防止する化粧品原料です。
粘稠液
ン、トリ（カプリル酸 / カプリン酸） （推奨配合量：3-6％以上、防腐剤フリー）
グリセリル

有

ビタミン A アセテート 15% シク
ロシステム コンプレックス
VITAMIN A ACETATE 15%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

酢酸レチノール、シクロデキ
ストリン

ビタミン A 誘導体である酢酸レチノール含有のシクロシステムコンプレックス
です。（推奨配合量：2.0-5.0％以上、防腐剤フリー）

粉末

有

マルチビタミン A-C-E 21% シク
ロシステム コンプレックス
MULTIVITAMIN A-C-E 21%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

酢酸レチノール、トコフェロー ビタミンＡ、Ｃ、Ｅを含有し、肌の奥深くまで保湿する製品です。皮膚に弾性
ル、アスコルビン酸、シクロ
を与え、フリーラジカルに対して働きかけます。（推奨配合量：2.0-4.0％、防
デキストリン

粉末

有

IBR- ドルミン オール ナチュラル
IBR-DORMIN all Natural

フサザキスイセン根エキス、
水、グリセリン

フサザキスイセンの球根由来の水抽出エキスです。細胞増殖を遅らせ、肌を活性化させ
ます。抗シワ効果以外にも抑毛効果、抗皮脂効果、抗シミ効果も期待できます。（推奨配
合量：0.5-2.0% ※エコサート Ver、パラベンフリー Ver もあります）

液体

有

IBR- ドラゴン
IBR-DRAGON

ピタヤ果実エキス、フェノキ
シエタノール、ピロ亜硫酸 Na

ピタヤ果実（ドラゴンフルーツ）の水抽出エキスです。抗酸化能が非常に強く、即
効ブライトニング効果で明るく輝いた肌をつくります。（推奨配合量：1.0-5.0％）

液体

有

カハイオイル
KAHAI Oil

カリオデンドロンオリノセン
セ種子油

アマゾンの Cacay（カカイ）ナッツをコールドプレスしたバージンオイルで、
Anti-Aging Dry Oil として知られています。ビタミン E（α - トコフェロール） オイル状
やビタミン F、レチノールが豊富なエコサート＆ COSMOS 認証の油です。

無

SC Liposome Solution 10%
SC リポソームソリューション
10%

水、BG、ヒト脂肪細胞順化培
養液エキス、（クエン酸 / 乳酸
/ リノール酸 / オレイン酸 ) グ
リセリル、オリーブ果実油、
ポリソルベート 60、1、2- ヘ
キサンジオール、カプリリル
グリコール、トロポロン

ヒト脂肪由来の幹細胞培養液を 10% 濃度に乳化して安定化させた原料（韓国人
由来）。グロースファクターが豊富で抗シワ、抗炎症、美白効果、ニキビ改善効果、 液体
育毛効果が期待できます。1kg という小容量かつリーズナブル。

有

腐剤フリー

※マルトデキストリン ver. もあります）
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美白
＆ブライトニング

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

デトキソファン / スルフォラホワイ
ト
Detoxophane/SulforaWhite

コショウソウ芽エキス、
レシチン、グリセリン、
フェノキシエタノール、
水

強力な抗酸化力を持つスルフォラファンを含むコショウソウ芽エキスのリポソーム
製剤です。α -MSH がメラノサイト上のレセプターに結合するのを阻害し、メラニ 液体
ン生成を抑えます。（推奨配合量：2.0-5.0%、※防腐剤フリー ver. もあります）

デレンティーゴ
Delentigo

コショウソウ芽エキス、
レシチン、ダイズイソフ
しみや色素沈着部位にだけ多く含まれる色素「リポフスチン」を減少させる新しい
ラボン、ポリソルベート
コンセプトの美白剤です。肌としみのコントラストを減らし、加齢による色素沈着
80、エタノール、グリセ
（推奨配合量：2.0-6.0%）
リン、フェノキシエタノー を目立たなくする効果があります。
ル、水

液体

有

シトロルミン 8
Citrolumin 8

グレープフルーツ果実エ
キス、ビターオレンジ果
実エキス、レシチン、グ
リセリン、アスコルビン
酸 Na、トコフェロール、
ヒマワリ種子油、水

高濃度シトロフラボノイドをリポソーム化した化粧品原料で、強力な抗炎症作用や
抗酸化作用により、しみを消し、全体的な肌の輝きを増す効果があります。（推奨
配合量：1.0%、防腐剤フリー）

液体

有

デピグメンテーション
ファクター 2U
Depigmentation Factor 2U

ウワウルシ葉エキス、水、
ウワウルシのエキスをリポソーム化した製品です。チロシナーゼを阻害し、メラニ
エタノール、水添レシチ
ン、グリセリン、コレス
ンを減少させる作用があります。（推奨配合量：1.0-2.0%、防腐剤フリー）
テロール

乳液

無

ペースト
状

有

剤型

有

ビタミン C 10% リポシステム コ
ンプレックス
レシチン、グリセリン、
VITAMIN C 10% LIPOSYSTEM アスコルビン酸
COMPLEX

コラーゲン合成に必要であり、美白効果、抗酸化作用をもつアスコルビン酸を含有
する製品です。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

アルブチン 50% シクロシステム
コンプレックス
アルブチン、シクロデキ
ARBUTIN 50% CYCLOSYSTEM ストリン
COMPLEX

アルブチンを含有する化粧品原料で美白作用、抗菌作用があります。（推奨配合量：
2.0-5.0% 以上、防腐剤フリー ※ヒドロキシプロピルシクロデキストリン ver. もあ 粉末
ります）

有

ビタミン C 20% シクロシステム
コンプレックス
VITAMIN C 20%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

コラーゲン合成に必要であり、美白効果、抗酸化作用をもつアスコルビン酸を含有
粉末
する製品です。（推奨配合量：1.0-2.0%、防腐剤フリー ※ 10% ver. もあります）

有

アルコルビン酸、シクロ
デキストリン

ビタミン C ホスフェート 20% シ
（推奨配合量：
クロシステム コンプレックス
アスコルビルリン酸Ｎａ、 ビタミン C 誘導体であるアスコルビン酸 Na を含有する製品です。
2.0-4.0%、防腐剤フリー）
VITAMIN C PHOSPHATE 20% シクロデキストリン
CYCLOSYSTEM COMPLEX

粉末

有

液体

有

ピタヤ果実エキス、フェ
ノキシエタノール、ピロ
亜硫酸 Na

ピタヤ果実（ドラゴンフルーツ）の水抽出エキスです。抗酸化能が非常に強く、即
効ブライトニング効果で明るく輝いた肌をつくります。（推奨配合量：1.0-5.0％）

IBR-TCLC in Squalane
IBR-TCLC in スクワラン

スクワラン、トマト果実
エキス

トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、保
護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用
をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。抗セルラ 油溶性液
イト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。UV 光で緑色に発光してブライトニン 体
グ効果もあり（推奨配合量：0.1-2.0%、※水添ポリデセン ver、ホホバ油 + スクワ
ランの ver. もあります。）

エステライト
STELLIGHT

水、1、2- ヘキサンジオー メラニン産生に係る全てのメカニズムをカバーしたペプチド。メラノサイト、ケラ
ル、アセチルヘキサペプ
チノサイト、線維芽細胞の 3 つの細胞のコミュニケーションに着目し、メラニン輸
チド -1
送も抑制。

ピュアオキシン
PUREOXIN

BG、水、オリゴペプチド
-4

IBR- ドラゴン
IBR-DRAGON

Nicotiana benthamiana から得たペプチド。Non-GMO。植物性チオレドキシン
-1。光や炎症からの保護。メラニン産生抑制。抗光老化。
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有

液体

有

液体

有

保湿・抗炎症
製品名

有効成分（表示名）

概要

形状

中文
名称

モスセルテック ナンバーワン
MossCellTec No.1

フィトール、イソマルト、水

世界初のコケを培養した原料。細胞核へのアプローチによる抗老化作用だけで
なく、気温や湿度といった環境変化に肌を順応させる。環境変化に対して水分
を保持する。In-cosmetics Global、BSB、In-cosmetics North America の 3
つで金賞受賞、Sepawa で 3 位受賞。COSMOS 認証も取得。

粉末

有

アクアカクティーン
AquaCacteen

オプンチアフィクスインジカ
茎エキス、グリセリン、フェ
ノキシエタノール

サボテン由来の保湿、抗炎症効果のある成分です。さらに、紫外線から肌を守
り皮膚が感じるストレスを和らげて肌にハリを与えます。エコサート認証原料
です。（推奨配合量：0.5-2.0%、※防腐剤フリー ver. もあります）

液体

有

ナノカカオ
NanoCacao

グリセリン、水、トリ ( カプ
リル酸 / カプリン酸 )
グリセリル、カカオエキス、
レシチン、トコフェロール、
フェノキシエタノール

カカオ豆から抽出した脂溶性成分を水溶性にしたリラクゼーション成分です。
カカオの成分が皮膚にある神経細胞の緊張をほぐし、肌のきめを整えてなめら
かにみせる効果があります。（推奨配合量：3.0-5.0%）

液体

有

リポベルグレイシャー
Lipobelle Glacier

水、レシチン、エタノール

ナノカプセル化したスイスアルプス氷河水による水分補給効果で、みずみずし
い肌を保ちます。エコサート認証原料です。（推奨配合量：1.0-5.0%、防腐剤フ 液体
リー）

有

ポリフルクトール
Poly-Fructol

イヌリン、レシチン、エタノー 野菜や果物に存在するフルクトース ( 果糖 ) のポリマー Poly-Fructol を配合し
ル、水、フェノキシエタノー
たリポソーム原料で、ボディケアやヘアケア用の天然保湿剤として使用できま
ル
す。（推奨配合量：0.1-5.0%）

液体

トライモイスト KMF
Trimoist KMF

カルボキシメチル ‐ β - グルカ
ン Na、カルノシン、レシチン、
ステアロイル乳酸 Na、セタ
ノール、野菜油、酢酸トコフェ
ロール、ダイズステロール、グ
リセリン、乳酸 Na、乳酸、水

クリーム
有
/ ゲル

フェミティム
Femitim

植物由来の女性ホルモン様成分です。肌荒れの軽減、保湿バランス向上、鎮静
セイヨウニンジンボク果実エ
キス、エタノール、グリセリン、 効果、肌のきめを整える、炎症・かゆみの軽減、皮膚本来の防御能力の維持を
液体
水
目指します。エコサート認証原料です。（推奨配合量：0.5-3.0%、防腐剤フリー）

有

ハイドロゲン
Hydro-Gain

クエン酸、オプンチアフィク
スインジカ種子油、水添レシ
チン、カノラ油、水、グリセ
リン、ヨーロッパシラカバ樹
皮エキス

極限環境にさらされた植物からの抽出物を基に 100% 天然、防腐剤フリー（selfpreserving）の保湿剤です。天然保湿因子であるグリセロールと水添レシチン中
液体
でのシラカバ樹皮エキスとウチワサボテン種子油とカノラ油の独自の組み合わ
せにより肌を強力に保湿します。（推奨配合量：5.0％ )

有

ポウセイル
PAUSEILE

グリセリン、水、バチルス発
酵物

モーリシャス島由来のバチルス発酵物。フィラグリンやケラチン等の角化膜構
成成分の発現向上。セラミド産生やヒアルロン酸保護効果もあり、肌バリア機
能の向上と肌水分保持で肌を 7 日間で明るくする。

液体

有

アンチイリタントコンプレックス III
Anti-irritant Complex III

PG、パンテノール、カミツレ
カモミールエキスと精油成分であるビサボロール、パンテノールのコンプレッ
花エキス、ビサボロール、水、
クスです。敏感肌、荒れた肌に適しています。
クエン酸

液体

有

ヨーグルトプロテイン COS GBU
Yoghurt Protein COS GBU

ヨーグルト

スイス産ヨーグルトの乾燥粉末です。皮膚や髪に栄養を与える化粧品原料です。
粉末
（推奨配合量：1.0-5.0%、防腐剤フリー）※最小購入単位 100kg

有

ハニーエキス COS(PF)
Honey Extract COS(PF)

ハチミツエキス、水、PG、フェ
保湿効果のある明るい色のハチミツエキスで様々なスキンケア、ヘアケア製品
ノキシエタノール、エチルヘ
に利用できます。（推奨配合量：2.0-10.0％ ※防腐剤フリー ver. もあります）
キシルグリセリン

プロポリスエキス PG
Propolis Extract PG

PG、プロポリスエキス、水、
ソルビトール

24 時間肌を潤し続ける保湿成分（保護膜や肌の自己保護能に関わるＣＭグルカ
ン、ラメラ脂質構造に関わるダイズステロール等、保湿成分のグリセリン等）
のミックスクリームです。抗糖化作用をもつカルノシンも含有し、保湿だけで
なくアンチエイジング機能も持ち合わせています。（推奨配合量：1.0-5.0%）

有

液体

有

プロポリスの PG 抽出エキスです。保湿作用、抗菌作用がよく知られています。
収穫時ハチを傷つけないビーフレンドリー製品です。（推奨配合量：1.0-10.0％、 液体
防腐剤フリー）

有

スイスフラワーハニーエキス PG(PF) ハチミツエキス、水、PG、フェ
スイスの牧草地の花からミツバチが集めた蜜を使用した、保湿作用のあるハチ
ノキシエタノール、エチルヘ
Swiss Flower Honey Extract PG
ミツ製品です。（推奨配合量：2.0-10.0%）
キシルグリセリン
(PF)

液体

有

皮脂の合成に必要不可欠なビタミン F として知られる必須不飽和脂肪酸の脂溶
性複合体です。（推奨配合量：0.5-2.5％、防腐剤フリー ※水溶性 ver.、グリセ オイル状 有
リンエステル ver. もあります）

ビタミンＦオイルソルブル
Vitamin F oil-soluble

リノレン酸、オレイン酸、リ
ノール酸、パルミチン酸、ス
テアリン酸、BHT

カロトリーノ
Carotolino

ニンジン根エキス、カノラ油、 ニンジンから抽出したエキスを酸化に強いカノラ油に溶解させた製品です。保
ニンジン種子油、カロチン、
湿作用があり、スキンケア、サンケア製品に適しています。（推奨配合量：2.0酢酸トコフェロール、ヒマワ
10.0％、防腐剤フリー）
リ種子油

ダーマヒアル
Dermahyal

ヒアルロン酸クロスポリマー
Na、水、ペンチレングリコー
ル、塩化 Na

マリン コラーゲン PF
MARINE COLLAGEN PF

水、水溶性コラーゲン、カプリ
リルグリコール、エチルヘキシ
（推奨配合量：0.5-5.0%、防
ルグリセリン、1、2- ヘキサン 皮膜形成作用、保湿、皮膚の保護作用があります。
ジオール、ポリアクリルアミド、 腐剤フリー）
(C13、14) イソパラフィン、ラ
ウレス -7、トロポロン

オイル状 有

微生物 (Streptococcus equi) 由来のヒアルロン酸を架橋した３D 高分子ヒアル
ロン酸であるヒアルケージシステム（7、000kDa）の架橋剤をジビニルスルホ
ンから UREA に変更し、水への溶解性を向上させた原料です。高い保湿効果と ゲル
安定性を持ち、製品の感触を変化させます。（推奨配合量：2.0-10.0%）
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液体

有

有

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

マリン エラスチン PF
MARINE ELASTIN PF

水、加水分解エラスチン、ポ
リソルベート 20、カプリリル
グリコール、エチルヘキシル
グリセリン、1、2- ヘキサン
ジオール、トロポロン

皮膜形成と保湿作用のあるエラスチンを約 3％含有する製品です。
（推奨配合量：
水溶液
2.0-5.0%、防腐剤フリー）

有

イラダーム HMF
IRADERM HMF

水、尿素、スクロース、PCANa、ペンチレングリコール、
加水分解コラーゲン、乳酸
Na、乳酸、EDTA-2Na

加水分解コラーゲンや尿素、スクロース等を配合した正常な肌水分を維持する
めの化粧品原料です。

有

ベジタル シュードプラセンタ PG
VEGETAL PSEUDOPLACENTA PG

保湿作用があり、肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに最適です。
アロエベラ葉エキス、加水分
液体
解ダイズタンパク、PG、水
（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

ハイドロライズド ベジタブル
プロテイン
HYDROLYSED VESETABLE
PROTEIN

加水分解野菜タンパク

肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに使用可能な化粧品原料で
す。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

粉末

有

イラモイスト LGS
IRAMOIST LGS

グリセリン、水、乳酸 Na、
PCA-Na

保湿、肌のコンディショニング効果があります。（推奨配合量：3.0-10.0%、防
腐剤フリー）

液体

有

形状

水溶液

有

18- β - グリチルレチックアシッド
5% リポシステム コンプレックス
（推奨配合量：2.0グリチルレチン酸、レシチン、 炎症を抑える効果のあるグリチルレチン酸含有製品です。
5.0％、防腐剤フリー ※ 30% ver. もあります）
18- β -GLYCYRRHETIC ACID 5% グリセリン
LIPOSYTEM COMPLEX

ペースト
有
状

α - ビサボロール 5% リポシステム
コンプレックス
α -BISABOLOL 5% LIPOSYSTEM
COMPLEX

ビサボロール、レシチン、グ
リセリン、変性アルコール

抗炎症作用、鎮静作用のある原料です。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

ペースト
有
状

β - シクロデキストリン パウダー
β -CYCLODEXTRIN POWDER

シクロデキストリン

水分子を包接するため、高い保湿効果を発揮します。（推奨配合量：2.0-8.0%、
粉末
防腐剤フリー）

有

ボラージオイル 15% シクロシス
テム コンプレックス
BORAGE OIL 15%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

ルリジサ種子油、シクロデキ
ストリン

必須脂肪酸を多く含有するルリジサ種子油を含有します。高い保湿作用があり
ます。（推奨配合量：4.0-8.0%、防腐剤フリー）

有

CBD オイル
CBD oil

アサ種子油、アサ種子エキス

アサ（Hemp）の種子から CO2 抽出した高濃度の CBD を含有する Hemp
resin をアサ種子油で溶解したもの。THC: <0.05%。CBD だけでなく、他のカ
ンナビノイドやテルペン、フラボノイドも含有。痛みの緩和や抗炎症、自己免
オイル状 有
疫への作用、抗老化作用、抗菌作用等幅広い効果が期待できます。CBD エキス
結晶単品（THC 0.0%）や、水溶性 CBD（液体）、水溶性 CBD 粉末もございます。

ナチュラテック アビソフト
Natura-Tec Abysoft

クランベアビシニカ種子油
フィトステロールエステルズ

多機能 Active 原料。スキンケア＆ Make up への利用では優れた保湿剤で、長
時間保護効果と柔らかい膜形成能を持ちます。共乳化剤、顔料の湿潤剤として
も利用できます。ヘアケアへの利用ではくし通りを良くし、髪のボリューム、
髪の弾力やツヤを向上させます。さらに髪を熱、UV、海水から守り、カラーの
退色防止効果も期待出来ます。

オイル状 無

セラソーム 9041
Cerasome 9041

水添レシチン、コレステロー
ル、セラミド NG、セラミド
NP、オレイン酸、パルミチン
酸、エタノール、水、アスコ
ルビン酸 Na、EDTA

細胞間脂質に近い成分を特殊技術により加工した透明なリポソーム原料です。
細胞間脂質と同様の働きを持つので、皮膚のバリアー機能を修復して経表皮水
分喪失 (TEWL) を抑えます。（推奨配合量：5.0-10.0%、防腐剤フリー）

リポソー
有
ム
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粉末

抗酸化

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

アルパイン ローズ アクティブ
Alpine Rose Active

ロドデンドロンフェルギネウ
ムエキス、水、グリセリン

スイスアルプスの高山植物「アルペンローゼ」の葉より抽出した水溶性のエキスです。
抗酸化、抗ウィルス効果により健やかな肌を作ります。エコサート認証原料です。（推 液体
奨配合量：1.0-3.0%、防腐剤フリー）

有

デトキソファン / スルフォラホ コショウソウ芽エキス、グリ
セリン、レシチン、フェノキ
ワイト
Detoxophane/SulforaWhite シエタノール、水

強力な抗酸化成分「スルフォラファン」を含むコショウソウエキスが、皮膚細胞によ
る解毒酵素の生成を促進して有害物質を無毒化・排出します。（推奨配合量：0.5-3.0% 液体
※防腐剤フリー ver. もあります）

有

ジーエスピーティー
GSP-T

ブドウ種子エキス、グリセリン、
ブドウ種子エキスの抗酸化成分で、水溶性抗酸化物質に脂溶性抗酸化物質を配合した
水、エタノール、PEG-40 水添
液体
化粧品原料です。
（推奨配合量：0.5-2.5%、
防腐剤フリー ※ PEG フリー ver. もあります）
ヒマシ油、トコフェロール

有

パーフェクションペプタイ
ド P7
Perfection Peptide P7

アセチル合成ヒトヘプタペプ
チド -1、水添レシチン、グリ
セリン、シア脂、フェネチル
アルコール、エチルヘキシル
グリセリン、水

酸化ストレスからの肌の自己防御機能を刺激する 7 つのアミノ酸からなるペプチドを
含有したシアバ
液体
ターをベースにしたリポソーム原料です。Nrf2 を活性化することで解毒酵素を産生
して細胞を強化します。（推奨配合量：約 2.0％ ）

無

ナノリポベル H-EQ10
Nano-Lipobelle H-EQ10

レシチン、酢酸トコフェロー
ル、トリ（カプリル酸／カプ
リン酸）グリセリル、ユビキ
ノン、エタノール、水

水に溶けにくい CoQ10 をレシチンを使用してナノ化した高浸透エマルションです。
CoQ10 5% と酢酸トコフェロール 10% を配合。 クリーム、ジェル、ローションに適 液体
しています。（推奨配合量：1.0-10.0%、防腐剤フリー）

有

ナノリポベル t-EQ10
Nano-Lipobelle t-EQ10

レシチン、酢酸トコフェロール、
トリ（カプリル酸／カプリン酸） 水に溶けにくい CoQ10 をレシチンを使用してナノ化した高浸透エマルションです。
グリセリル、ユビキノン、アジ CoQ10 1% と酢酸トコフェロール 3% を配合。透明ジェルに適しています。
（推奨配
ピン酸イソプロル 、グリセン、 合量：1.0-10.0％、防腐剤フリー）
エタノール、水

液体

無

ナノビット oA
NanoVit oA

必須脂肪酸 (n3、6、7、9) 含有天然植物果実「沙棘」から抽出したエキスのナノエ
ヒポファエラムノイデス油、
トコフェロール、レシチン、
マルションです。皮膚の抗酸化力、再生能力を高めます。エコサート認証原料です。
（推 液体
グリセリン、水、安息香酸 Na 奨配合量：1.0-5.0％）

無

ナノリポベル H-AECL
Nano-Lipobelle H-AECL

剤型

レシチン、ルリジサ種子油、トリ
（カプリル酸／カプリン酸）グリ 不飽和脂肪酸を豊富に含むルリジサ種子油にビタミン A、C、E を配合したナノエマ
セリル、パルミチン酸レチノール ルションです。コラーゲン産生の促進効果や皮脂バリアを強化する機能があります。
パルミチン酸アスコルビル、酢酸 （推奨配合量：1.0-3.0％、防腐剤フリー ※エタノールフリー ver. もあります）
トコフェロール、エタノール、水

液体

無

有

水、ペンチレングリコール、
ヒアルロン酸クロスポリマー
Na、塩化 Na、エラグ酸

高い抗酸化作用を持つエラグ酸配合の 3D ヒアルロン酸です。美白、抗菌作用も知ら
れています。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

ゲル

ビタミン E 1% リポシステム
コンプレックス
レシチン、グリセリン、トコ
VITAMIN E 1% LIPOSYSTEM フェロール
COMPLEX

トコフェロールを含有するリポソームです。抗酸化作用、フリーラジカル捕捉作用が
あります。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

ペースト
有
状

コエンザイム Q10 10%
リポシステム コンプレックス ユビキノン、レシチン、グリ
セリン
COENZYME Q10 10%
LIPOSYSTEM COMPLEX

ユビキノン含有のリポソームです。高い抗フリーラジカル作用があります。（推奨配
合量：0.3% まで、防腐剤フリー）

ペースト
有
状

ビタミン E アセテート 15% シ
クロシステム コンプレックス
VITAMIN E ACETATE 15%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

酢酸トコフェロール、シクロ
デキストリン

酢酸トコフェロール含有のシクロシステムコンプレックスです。フリーラジカルに対
して働きかける作用があります。（推奨配合量：2.0-4.0％、防腐剤フリー）

粉末

有

α - リポイックアシッド シク
ロシステム コンプレックス
チオクト酸、シクロデキスト
リン
α -LIPOIC ACID
CYCLOSYSTEM COMPLEX

フリーラジカル捕捉作用のあるチオクト酸含有の製品です。老化防止と日光によるダ
メージの減少効果があります。（推奨配合量：0.01％、防腐剤フリー）

粉末

有

IBR- プリスティナイザー
IBR-Pristinizer

アステリスクスグラベオレン
ス花 / 果実 / 葉 / 茎エキス、
グリセリン、水

抗酸化、抗炎症、デトックス効果をもち、たばこや大気汚染によるダメージから肌や
細胞を守ります。（推奨配合量：1.0-3.0％ ）

液体

無

IBR-CLC
IBR-CLC

水添ポリデセン、デュナリエ
ラサリナエキス

緑藻類の一種であるデュナリエラサリナの油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作
用、保護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用をもつ熱
に安定な天然のカロテノイド前駆体を含みます。SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠線の
効果も確認出来ています。（推奨配合量：3.0-5.0%、※高濃度 ver、スクワラン ver、ホホバ油 + ス
クワランの ver. もあります。高濃度 ver とスクワラン ver の推奨配合量は 0.1-2.0%）

油溶性液
無
体

IBR-TCLC in Squalane
IBR-TCLC in スクワラン

スクワラン、トマト果実エキ
ス

カラハリメロンシードオイル
Kalahari Melon Seed Oil

スイカ種子油

IBR-TCLC in Squalane
IBR-TCLC in スクワラン

スクワラン、トマト果実エキ
ス

カラハリメロンシードオイル
Kalahari Melon Seed Oil

スイカ種子油

エラジック ヒアルケージ
ELLAGIC HYALU-CAGE

トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、保護効果を兼ね
た美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカ 油溶性液
無
ロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。 体
（推奨配合量：0.1-2.0%、※水添ポリデセン ver、ホホバ油 + スクワランの ver. もあります。）
スイカの祖先である南アフリカのカラハリメロンをコールドプレスした油です。ビタ
ミン E（α、γ - トコフェロール）とリノール酸が豊富な浸透性の高い油です。トコフェ オイル状 有
ロール量はオリーブやアルガンの 3-4 倍とも言われています。
トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、保護効果を兼ね
た美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカ 油溶性液
無
ロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。 体
（推奨配合量：0.1-2.0%、※水添ポリデセン ver、ホホバ油 + スクワランの ver. もあります。）
スイカの祖先である南アフリカのカラハリメロンをコールドプレスした油です。ビタ
ミン E（α、γ - トコフェロール）とリノール酸が豊富な浸透性の高い油です。トコフェ オイル状 有
ロール量はオリーブやアルガンの 3-4 倍とも言われています。
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Anti-Pollution
製品名

有効成分（表示名）

概要

剤型

中文名称

デポルファンエピプラス
Depolluphane EpiPlus

マルトデキストリン、プルラン、
カエサルピニアスピノサガム、水、
アーチチョーク葉エキス、カル
ボキシメチル - β - グルカン Na、
コショウソウ芽エキス

多糖類コンプレックスにより肌を被膜して汚染物質の肌への吸着や侵入を防ぐ。
コショウソウ芽エキス中のスルフォラファンで肌内をデトックス。さらにアーチ
チョークのエキスで汚染物質による DNA の後天的な変化（エピジェネティック変
化）を防ぐ。

液体

有

IBR- プリスティナイザー
IBR-Pristinizer

アステリスクスグラベオレンス花 / 果
実 / 葉 / 茎エキス、グリセリン、水

抗酸化、抗炎症、デトックス効果をもち、たばこや大気汚染によるダメージから肌
や細胞を守ります。（推奨配合量：1.0-3.0％ ）

液体

無

IBR- アーバイオテクト
IBR-UrBioTect

グリセリン、水、オオグルマエキス、 キレート効果を用いたアンチポリューション効果。ブルーライトによるダメージケ
ベンジルアルコール、安息香酸
アや、肌内のデュナリエラサリナの活性化効果ももつ。

液体

有

ハーバシールド URB
HerbaShield URB

マルトデキストリン、水添レシチ
抗酸化能を持っ
ン、オランダガラシ花 / 葉 / 茎エ Anti-Pollution 原料。水添加レシチンの肌バリア機能とデトックス、
液体
キス、スギナエキス、セイヨウイ た植物エキス 3 種の混合物。COSMOS 認証。
（推奨配合量：1-3％ ）
ラクサ葉エキス、塩化 Na

無

ナチュラテック
マリンセルシールド AP
Natura-Tec Marine
Cellshield AP

有（中国向
トリ（カプリル酸 / カプリン酸） 北極海 の微細藻類 Pavlova Lutheri を独自のリアクターで培養して得たエキス。ア 液体
けに INCI
グリセリル、パブロバルテリエキ ンチポリューション効果、ミトコンドリア代謝 の回復 、ス トレス下での細胞 増殖
（油状） 名変更の必
ス
の刺激、肌のライトニング効果をもつ化
要あり）

肌再生・ピーリング・バリア機能改善
中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

パーフェクションペプタイド P3
Perfection Peptide P3

酢酸ヘキサノイルジペプチド -3
ノルロイシン、レシチン、グリセ
リン、フェノキシエタール、水

ペプチドリポソームが角質細胞間の架橋構造（デスモソーム）にやさしく作用し、
表皮のターンオーバーを促進し、なめらかな肌を作ります。（推奨配合量：0.5- 液体
3.0％ ※防腐剤フリー ver.、粉末 ver. もあります。）

無

ポアアウェイ
PoreAway

マスチック樹脂、レスチン、
グリセリン、エタノール、水

ギリシャのキオスマスチック樹脂由来のリポソーム原料です。抗菌性、抗炎症、
収斂効果により毛穴を引き締め、皮膚をつややかに保つ効果があります。（推奨 液体
配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

ハッピーベル -PE
Happybelle-PE

水、セイヨウニンジンボク果実エ
キス、グリセリン、エタノール、
レシチン、野菜油、トコフェロー
ル、シクロデキストリン、テトラ
ヘキシルデカン酸アスコルビル

植物由来エンドルフィンを配合した原料で、肌の若返りと保湿効果があり、み
ずみずしく輝く肌へ導きます。バイオアベイラビリティを高めるため、デキス
トリンに封入した成分をリポソーム化した超浸透ダブルベクターシステムを採
用しています。（推奨配合量：1.0-2.0％、防腐剤フリー）

液体

有

ロイヤルエピジェン P5
Royal Epigen P5

ペンタペプチド -48、水添レシチン、 エピジェネティクスに注目。女王蜂を生み出すとされるローヤルゼリー中のローヤ
グリセリン、シア脂、フェネチルア
ラクチンを模倣したペプチドを利用し、シアバターをベースにしたリポソーム原料。 液体
ルコール、エチルヘキシルグリセリ
肌再生を促し、明るく均一なトーンの肌を生み出します。（推奨配合量：2.0-3.0％ ）
ン、マルトデキストリン、水

無

ナチュラルＡＨＡコンプレック
スリキッド
Natural AHA Complex Liquid

クエン酸、酒石酸、乳酸、グ
リセリン、水

天然由来のα - ヒドロキシ酸混合物（クエン酸、乳酸は糖蜜由来、酒石酸はブド
ウの木由来）の溶液です。ピーリング作用があり、皮膚を滑らかにします。（推 液体
奨配合量：1.0-10.0％、防腐剤フリー）

有

エスシン 5% リポシステム コンプ
レックス
ESCIN 5% LIPOSYSTEM
COMPLEX

エスシン、レシチン、グリセ
リン

抗炎症作用、血行促進作用が知られているエスシンを含有するリポソームです。 ペース
（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）
ト状

有

エスシン 5% シクロシステム コンプ
レックス
ESCIN 5% CYCLOSYSTEM
COMPLEX

エスシン、シクロデキストリ
ン

セイヨウトチノキの種子から得られる成分であるエスシンを含有します。抗炎
症、血行促進作用があります。（推奨配合量：3.0-7.0％、防腐剤フリー）

粉末

有

リポアクション ヒアルケージ
LIPO ACTION HYALU-CAGE

ヒアルロン酸クロスポリマー
Na、カフェイン、水、ペンチレ
ングリコール

細胞代謝を向上させ、トリグリセリドの脂肪酸とグリセリンへの加水分解を補
助する作用があります。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

ゲル

有

L- カルニチン 5% リポシステム
コンプレックス
L-CARNITINE 5%
LIPOSYSTEM COMPLEX

カルニチン、レシチン、グリ
セリン

脂質代謝に重要なカルニチンを含有するリポソームです。長鎖脂肪酸をミトコ
ンドリア膜内へ導入するため、ミトコンドリアレベルで効果的に栄養を与えま
す。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

ペース
ト状

有

剤型

L- カルニチン 20% シクロシステ
ムコンプレックス
カルニチン、シクロデキスト
リン
L-CARNITINE 20%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

脂質代謝に重要なカルニチンをシクロデキストリンに包接した製品です。ミト
コンドリアレベルで効果的に栄養を与えます。（推奨配合量：2.0-5.0％以上、防 粉末
腐剤フリー ※ヒドロキシプロピルシクロデキストリン ver. もあります）

有

サリチリックアシッド 50% シクロシ
ステム コンプレックス
サリチル酸、シクロデキスト
リン
SALICYLIC ACID 50%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

サリチル酸による殺菌作用、角質溶解作用、ピーリング作用があります。（推奨
配合量：0.4% 以下）

粉末

有

グリコリックアシッド 50% シクロシ
ステム コンプレックス
グリコール酸、シクロデキス
トリン
GLYCOLIC ACID 50%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

角質溶解作用、ピーリング作用をもつグリコール酸をシクロデキストリンに包
液体
接した製品です。（推奨配合量：5.0％、防腐剤フリー ※ 80% ver. もあります）

有

IBR- カルムデエイジ
IBR-CalmDeAge

細胞増殖のスローダウン、抗酸化能、血流の改善による目のクマの軽減や酒さ
の軽減効果を持つナツメヤシ種子エキス。（推奨配合量：1.0-5.0%）

有

グリセリン、水、ナツメヤシ種
子エキス、アスコルビン酸
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液体

肌再生・ピーリング・バリア機能改善

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

剤型

IBR- ギャプチャー
IBR-GAPTURE

グリセリン、水、ホホバ葉エ
キス、ピロ亜硫酸 Na、亜硫酸
Na

ホホバ葉由来の水抽出エキスです。肌のギャップ結合を強化し、肌の構造、肌
のハリ、バリア機能、水分消失を改善します。（推奨配合量：1.0-3.0%）

液体

ナチュラテック マリン
オーシャンミスト CL
Natura-Tec Marine
OceanMist CL

トリ（カプリル酸 / カ
プリン酸）グリセリル、
Phytocholesterol が細胞外ラメラマトリクスを再構築することによりバリア機 液体
Nannochloropsis
能を修復、向上させます。敏感肌やアトピー肌に最適です。COSMOS 認証。 （油状）
Oceanica Extract ( 申請中 )
、Phytocholesterol ( 申請中 )

目のクマ改善
製品名

有効成分（表示名）

デレンティーゴ
Delentigo

コショウソウ芽エキス、レシチン、
しみや色素沈着部位にだけ多く含まれる色素「リポフスチン」を減少させる新
ダイズイソフラボン、ポリソルベー
しいコンセプトの美白剤です。肌としみのコントラストを減らし、加齢による
ト 80、エタノール、グリセリン、フェ
色素沈着を目立たなくする効果があります。（推奨配合量：2.0-6.0%）
ノキシエタノール、水

セルアイ
SCELLEYE

BG、水、オリゴペプチド -2

エステライト
STELLIGHT

水、1、2- ヘキサンジオール、アセチ
ノサイト、ケラチノサイト、線維芽細胞の 3 つの細胞のコミュニケーションに
ルヘキサペプチド -1

ピュアオキシン
PUREOXIN

概要

剤型

有

中文
名称

液体

有

Nicotiana benthamiana 中で産生させたペプチド。Non-GMO。植物性 IGF1 として目周りのシワや目のクマのケアが可能。幹細胞にも働きかけ、毛髪の成 液体
長やまつ毛の成長も期待できる。

有

茶クマ用。メラニン産生に係る全てのメカニズムをカバーしたペプチド。メラ

液体

有

BG、水、オリゴペプチド -4

茶クマ用。Nicotiana benthamiana から得たペプチド。Non-GMO。植物性チ
液体
オレドキシン -1。光や炎症からの保護。メラニン産生抑制。抗光老化。

有

バーシリン
VERSILLIN

水、フェノキシエタノール、酢酸ア
セチル合成ヒトヘキサペプチドー５
アミド

バーシカンに着目したたるみ改善用ペプチド

液体

無

メイヴュー
MEIVIEW

水、プロパンジオール、キサンタン
ガム、カプリル酸グリセリル、バチ
ルス発酵物

コラーゲン I を産生させ、PKG 等デスモソーム関連因子の発現を向上させるこ
とで肌を強化し、VEGF 発現低下やカドヘリン向上等により血管透過性を減少
させることで目のクマや目の周りのたるみ、シワを改善します。

液体

無

シトロルミン 8
Citrolumin 8

グレープフルーツ果実エキス、ビター 茶クマ用。高濃度シトロフラボノイドをリポソーム化した化粧品原料で、強力
オレンジ果実エキス、レシチン、グ
な抗炎症作用や抗酸化作用により、しみを消し、全体的な肌の輝きを増す効果
リセリン、アスコルビン酸 Na、トコ
があります。（推奨配合量：1.0%、防腐剤フリー）
フェロール、ヒマワリ種子油、水

液体

有

IBR- カルムデエイジ
IBR-CalmDeAge

グリセリン、水、ナツメヤシ種子エ
キス、アスコルビン酸

青クマ用。細胞増殖のスローダウン、抗酸化能、血流の改善による目のクマの
軽減や酒さの軽減効果を持つナツメヤシ種子エキス。（推奨配合量：1.0-5.0%）

液体

有

製品名

有効成分（表示名）

概要

剤型

ダームコム
DermCom

クロクスクリサンツス根エキス、ア
ラビアゴム、水

化粧品の原料としてはめずらしいクロッカスの球根エキスです。コラーゲンや
エラスチンを増やすグロースファクターの産生を促進する効果があります。妊
粉末
娠線の改善効果も期待できます。<In Cosmetics 2012 イノベーションアワード
銀賞受賞 >（推奨配合量：0.4-2.0％、防腐剤フリー）

無

水添ポリデセン、デュナリエラサリ
ナエキス

緑藻類の一種であるデュナリエラサリナの油溶性のエキスです。独自の抗酸化、
抗炎症、UV 吸収作用、保護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、
油溶性
酸化防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体を含みま
す。SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。
（推 液体
奨配合量：3.0-5.0%、※高濃度 ver、スクワラン ver、ホホバ油 + スクワランの
ver. もあります。高濃度 ver とスクワラン ver の推奨配合量は 0.1-2.0%）

有

スクワラン、トマト果実エキス

トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、
保護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤として
油溶性
の作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。
液体
抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。（推奨配合量：0.1-2.0%、
※水添ポリデセン ver、ホホバ油 + スクワランの ver. もあります。）

有

有効成分（表示名）

概要

剤型

IBR- ドルミン オー
フサザキスイセン根エキス、水、グ
ル ナチュラル
リセリン
IBR-DORMIN all Natural

フサザキスイセンの球根由来の水抽出エキスです。細胞増殖を遅らせ、肌を活
性化させます。抗シワ効果以外にも抑毛効果、抗皮脂効果、抗シミ効果も期待
できます。抑毛効果では男性の髭やエステ用製品への応用が可能です。（推奨配
合量：0.5-2.0% ※エコサート Ver、パラベンフリー Ver もあります）

液体

有

デピル エンザイム
DEPIL ENZYME

毛髪成長の阻害作用があります。ムダ毛処理に適しています。（推奨配合量：
1.0-5.0％、防腐剤フリー）

液体

有

着目し、メラニン輸送も抑制。

妊娠線用

IBR-CLC
IBR-CLC

IBR-TCLC in Squalane
IBR-TCLC in スクワラン

抑毛
製品名

スブチリシン、PG、水
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中文
名称

中文
名称

UV ケア

酸化亜鉛
（ZinClear シリーズ）
ZinClear XP™ は、酸化亜鉛をマイクロサイズに凝集
させ、多孔質な状態にしており、フォーミュレーショ
ン に 対 す る 自 由 度 が 高 く、 紫 外 線 保 護 の み な ら ず、
皮膚感触や審美性の面でも優れた特性を示す製品を
容易に作製可能。
ZinClear XP™ は粉末なので、分散液製品の場合のよ
う に 多 量 の オ イ ル を 取 り 扱 う 必 要 が な く、 軽 く て 快
適な皮膚感触を持ったサンスクリーンを容易に作製
可能（ W/O エマルション、O/W エマルション、クリー
ム、 ゲ ル、 ス テ ィ ッ ク、 オ イ ル な ど い ろ い ろ な 形 態
で使用可能）です。
単 一 の UV フ ィ ル タ ー と し て 使 用 す る こ と も、 酸 化
チタンや有機化学物質ベースの紫外線吸収剤と併用
して、UVA 保護能力や SPF を高めるのに使用するこ
とも可能（単一で 25% 程で使用した場合に SPF50+、
PA++++）。
ZinClear XP™ は、透明度が非常に高いので、最大許
容 量 を 使 用 し て も、 皮 膚 に 塗 っ た と き に 全 く 白 浮 き
しない審美性の高い製品を創り出すことが可能。

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

剤型

ジンクリアー XP
ZinClear XP

酸化亜鉛

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロールし、透
明度を高めた天然の酸化亜鉛。単独で SPF 50+/PA++++ も再現可能。
（推奨配
合量：7.5-25％ ）

粉末

有

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロールし、透
酸化亜鉛、安息香酸アルキル
（C12-15）
、イソステアリン酸、 明度を高めた天然の酸化亜鉛を安息香酸アルキル（C12-15）中に 50% で分散
ポリヒドロキシステアリン酸
させたもの。単独で SPF 50+/PA++++ も再現可能。
（推奨配合量：15-50％ ）

液体

有

ジンクリアー IM 50AB
ZinClear IM 50AB

ジンクリアー IM 50CCT
ZinClear IM 50CCT

酸化亜鉛、トリ（カプリル酸 /
カプリン酸）グリセリル、イ
ソステアリン酸グリセリル、
ポリヒドロキシステアリン酸

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロールし、透
明度を高めた天然の酸化亜鉛をトリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル中
液体
に 50% で分散させたもの。単独で SPF 50+/PA++++ も再現可能。
（推奨配合量：
15-50％ ）

有

ジンクリアー IM 50JJ
ZinClear IM 50JJ

酸化亜鉛、ホホバ種子油、イ
ソステアリン酸グリセリル、
ポリヒドロキシステアリン酸

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロールし、透
明度を高めた天然の酸化亜鉛をホホバ種子油中に 50% で分散させたもの。単独
で SPF 50+/PA++++ も再現可能。（推奨配合量：15-50％ ）

液体

有

ジンクリアー XP 65COCO
ZinClear XP 65COCO

酸化亜鉛、（カプリル酸 / カプ
リン酸）ヤシアルキル、ポリ
リシノレイン酸ポリグリセリ
ル -3、イソステアリン酸

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロールし、透明
度を高めた天然の酸化亜鉛を 65% で分散させたもの。単独で SPF 50+/PA++++ 液体
も再現可能。（推奨配合量：13-46％ ）

有
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その他サンケア
アクティブプロテクション（UV ケア）

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

サン アクチン
Sun Actin

ヒマワリ芽エキス、
レシチン、水、グリセリン、
トコフェロール、フェノキシ
エタール

リポソーム化したヒマワリ芽エキスです。サンスクリーン剤の SPF 効果をサポー
液体
トして、紫外線からの肌のダメージを減らします。（推奨配合量：2.0-5.0％）

ヘリオガード 365
Helioguard 365

マルバチシマクロノリエキス、
海藻由来の UV-A 吸収成分です。紫外線による光老化、皮脂の酸化、しわ、た
水、エタノール、レシチン、フェ
るみを予防します。（推奨配合量：1.0-5.0％）
ノキシエタノール、乳酸 Na

メラノブロンズ
Melano Bronze

アセチルチロシン、
セイヨウニンジンボク果実エ
キス、グリセリン、エタノール、
水

CM グルカン J-P
CM-Glucan J-P

カルボキシメチル ‐ β - グルカ 通常は水に不溶なβグルカンを水溶性に加工し、化粧品配合をしやすくしまし
ン Na、フェノキシエタノール、 た。皮膚の免疫機能、再生機能を高めて美しい肌を作ります。
（推奨配合量：
水
0.5-5.0％、※顆粒タイプもあります）

液体

有

エピカーミン TCM
EpiCalmin TCM

スイカズラ花エキス、
オナモミ果実エキス、
ハマスゲ根エキス、安息香酸
Ｎａ、水

漢方由来の保湿成分、敏感肌に起こる様々なトラブルに対処します。エコサー
ト認証原料です。（推奨配合量：2.0-5.0％）

液体

有

グリセリン、水、ザクロ花エ
キス、エゴマ葉エキス、テル
ミナリアフェルジナンジアナ
果実エキス

カカドゥプラム、ザクロ花、エゴマ葉のエ
キスの混合液。ストレスを受けた肌を沈静化し、UV による酵素ストレス反応や
細胞構造のダメージに繋がる細胞内窒素
や酸素種の形成を抑えます。IR-A のダメージにも効果を発揮しうるため、近赤
外光への対策にも有用です。（推奨配合量：1.0-3.0％、防腐剤フリー）

液体

有

ダーマヒアル サン M
Dermhyal Sun M

水、メトキシケイヒ酸エチル
ヘキシル、t- ブチルメトキシ
ジベンゾイルメタン、メチレ
ダーマヒアルの架橋されたヒアルロン酸の中に UV フィルター成分を閉じ込め
ンビスベンゾトリアゾリルテ
トラメチルブチルフェノール、 た製品です。ダーマヒアルの保湿効果と中の成分のサンケア効果の 2 つの効果
ペンチレングリコール、ヒア
が期待できます。20% の使用で SPF30 に相当します。
ルロン酸クロスポリマー Na、、
デシルグルコシド、塩化 Na、
PG、キサンタンガム

ゲル

有

メントール 50% シクロシステム
コンプレックス
MENTHOL 50%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

メントール、シクロデキスト
リン

メントールがシクロデキストリンから徐々に放出され、冷感作用が長続きしま
す。（推奨配合量：用途による、防腐剤フリー）

粉末

有

DHA 50% シクロシステム コン
プレックス
DHA 50% CYCLOSYSTEM
COMPLEX

ジヒドロキシアセトン、シク
ロデキストリン

紫外線照射なしで健康的な小麦色の肌になる、セルフタンニング作用がありま
す。（推奨配合量：2.0-5.0％以上、防腐剤フリー）

ペース
ト状 /
粉末

有

ハイドロソルブル DHA 50% シ
クロシステム コンプレックス イ
ン HP- β - シクロデキストリン
PFHYDROSOLUBLE DHA 50%
CYCLOSYSTEM COMPLEX IN
HP- β -CYCLODEXTRIN PF

ジヒドロキシアセトン、水、
ヒドロキシプロピルシクロデ
キストリン、ペンチレングリ
コール

紫外線照射なしで健康的な小麦色の肌になる、セルフタンニング作用がありま
す。（推奨配合量：2.0-5.0％以上、防腐剤フリー）

粘稠液

有

ハーバプロテクト NOX
HerbaProtect NOX

剤型

有

液体

有

アセチルチロシン、セイヨウニンジンボク果実エキスの相乗効果を利用した天
然のセルフタンニング剤です。UV に当たることなくゆっくりとメラニンを増や
液体
すことができるので、色ムラの少ない自然な小麦肌を作ることができます。（推
奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有
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中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

IBR-CLC
IBR-CLC

緑藻類の一種であるデュナリエラサリナの油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、
UV 吸収作用、保護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤と
水添ポリデセン、デュナリ しての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体を含みます。SPF も向上させます。 油溶性
エラサリナエキス
抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。（推奨配合量：3.0-5.0%、※高濃度
液体
ver、スクワラン ver、ホホバ油 + スクワランの ver. もあります。高濃度 ver とスクワラン
ver の推奨配合量は 0.1-2.0%）

IBR-TCLC in Squalane
IBR-TCLC in スクワラン

スクワラン、トマト果実エ
な天然のカロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠線の効果
キス

油溶性
液体

有

エステライト
STELLIGHT

水、1、2- ヘキサンジオー 茶クマ用。メラニン産生に係る全てのメカニズムをカバーしたペプチド。メラノサイト、
ル、アセチルヘキサペプチ ケラチノサイト、線維芽細胞の 3 つの細胞のコミュニケーションに着目し、メラニン輸送
ド -1
も抑制。

液体

有

ピュアオキシン
PUREOXIN

BG、水、オリゴペプチド
-4

Nicotiana benthamiana から得たペプチド。Non-GMO。植物性チオレドキシン -1。光
や炎症からの保護。メラニン産生抑制。抗光老化。

液体

有

ネオクレア プロ
NeoClair Pro

水、グリセリン、カプリリ
ルグリコール、アセチルテ アンチポリューションやメラニン抑制効果を持つペプチド
トラペプチド -2

液体

有

概要

剤型

トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、保護効果を
兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用をもつ熱に安定
も確認出来ています。（推奨配合量：0.1-2.0%、※水添ポリデセン ver、ホホバ油 + スクワ
ランの ver. もあります。）

有

近赤外＆ブルーライト対策

近 赤 外 領 域 中 の IR-A 光 は 過 酸 化 水 素 や 一 重 項 酸 素 を 形 成
させ、ペルオキシ亜硝酸の発生を刺激する。
これによって ROS 産生が促されて肌のダメージに繋がる。
HerbaProtect NOX は抗酸化作用が強く、肌の抗酸化能を
向上させるだけでなく、過酸化水素やペルオキシ亜硝酸に
よる細胞ストレスを最小化する。
これによって近赤外光による肌へのダメージを最小化出来
る。また、ブルーライトはサーカディアンリズムに影響を
与えるだけでなく、肌内で Rreactive oxygen species ( 活
性酸素種： ROS) を生み出すことや肌バリアの修復を遅ら
せることが判明している。
中文
名称

製品名

有効成分（表示名） 概要

インフラガード パウダー
InfraGuard pwd

カエサルピニアスピノ
サ果実莢エキス、ヒマ
ワリ芽エキス、マルト
デキストリン、水

Tara とヒマワリ芽から抽出したエキスの混合物。近赤外によるミトコンドリアでの ROS 産
生抑制と、ブルーライトによる ROS 産生も抑制。汚染物質によるタンパクのカルボニル化も
粉末
防ぎ、アンチポリューション用にも応用可能。COSMOS 認証品。（PG とフェノキシエタノー
ルを含んだ液体タイプあり）

有

グリセリン、水、ザク
ロ花エキス、エゴマ葉
エキス、テルミナリア
フェルジナンジアナ果
実エキス

カカドゥプラム、ザクロ花、エゴマ葉のエキスの混合液。ストレスを受けた肌を沈静化し、
UV による酵素ストレス反応や細胞構造のダメージに繋がる細胞内窒素や酸素種の形成を抑
えます。IR-A のダメージにも効果を発揮しうるため、近赤外光への対策にも有用です。（推
奨配合量：1.0-3.0％、防腐剤フリー）

液体

有

BG、水、オリゴペプチ
ド -4

Nicotiana benthamiana から得たペプチド。Non-GMO。植物性チオレドキシン -1。光や
炎症からの保護。メラニン産生抑制。抗光老化。

液体

有

ニンジン根エキス、カ
ノラ油、ニンジン種子
油、カロチン、酢酸ト
コフェロール、ヒマワ
リ種子油

ニンジンから抽出したエキスを酸化に強いカノラ油に溶解させた製品です。高エネルギーブ
ルーライト吸収能による皮膚の保護、ブルーライトにより形成される ROS の中和、健康で明 オイル
るい肌色をつくりだす。またカロテノイドの安定性も高めています。BSB innovation award 状
2019 の Active anti-aging 部門で 3 位受賞。

有

インフラガード パウダー
InfraGuard pwd

カエサルピニアスピノ
サ果実莢エキス、ヒマ
ワリ芽エキス、マルト
デキストリン、水

Tara とヒマワリ芽から抽出したエキスの混合物。近赤外によるミトコンドリアでの ROS 産
生抑制と、ブルーライトによる ROS 産生も抑制。汚染物質によるタンパクのカルボニル化も
粉末
防ぎ、アンチポリューション用にも応用可能。COSMOS 認証品。（PG とフェノキシエタノー
ルを含んだ液体タイプあり）

有

アルタリス
ARCTALIS

水、プロパンジオール、
キサンタンガム、カ
プリル酸グリセリル、
シュードアルテロモナ
ス発酵物エキス

グリーンランド近くの北大西洋の深海 2,748m から採取した海水中に存在していた微生物
シュードアルテロモナスの発酵エキスです。グリコサミノグリカンやリポポリサッカライド
含有によるフィルム形成能をもち、デスモグレイン 3、エラスチン、コラーゲン I と IV の発
現上昇と表皮接着の向上、MMP-1 レベルの大幅削減や菌外多糖類による即効性＆長期的抗
シワ効果、抗ブルーライト効果をもつ水溶性原料となります。

有

ハーバプロテクト NOX
HerbaProtect NOX

ピュアオキシン
PUREOXIN
カロトリーノ
Carotolino

剤型
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液体

免疫 & 敏感肌ケア

中文
名称

製品名

有効成分（表示名） 概要

CM グルカン フォルテ
CM-Glucan Forte

カルボキシメチル - β グルカン Mg

免疫向上機能を持つ天然のβグルカン誘導体です。Na を Mg に変更することで 3 次元構造
を安定化し、効果を高めています。免疫に関わる TH1 と TH2 のバランスを整えることでア
レルギー、アトピーを防ぎます。敏感肌用にも最適です。（推奨配合量：0.02-0.1%、防腐剤
フリー）

粉末

無

CM グルカン 顆粒
CM-Glucan Granulate

カルボキシメチル - β グルカン Na

免疫向上機能を持つ天然のβグルカン誘導体です。皮膚を保護、炎症を軽減、修復する作用
があります。（推奨配合量：0.02-0.1%、防腐剤フリー）

粉末

有

CM グルカン J-P
CM-Glucan J-P

カルボキシメチル ‐ β 通常は水に不溶なβグルカンを水溶性に加工し、化粧品配合をしやすくしました。皮膚の免
グルカン Na、フェノキ
疫機能、再生機能を高めて美しい肌を作ります。（推奨配合量：0.5-5.0％）
シエタノール、水

液体

有

ピノルミン
Pinolumin

シモフリマツ木エキス、 リラックス効果をもたらすとされる Swiss Stone Pine（スイスのシモフリマツの木）からエ
エタノール、ペンチレ
タノール / 水抽出したエキスを利用した化粧品原料。シミを薄くし肌全体のトーンを均一に
ングリコール、水
します。抗炎症作用も持つため敏感肌にも最適です。（推奨配合量：2.0％ ）

液体

無

センサモーン P5
SensAmone P5

水、シア脂、水添レシ
チン、フェネチルアル
コール、エチルヘキシ
ルグリセリン、マルト
デキストリン、ペンタ
ペプチド -59

イソギンチャクの毒を模倣したペプチド。シアバターと水添レシチンでペプチドをカプセル
化して肌馴染みをよくしています。痛みのセンサーである TRPV1 をブロックすることで痛
みや痒みを抑えます。敏感肌ケア用。

液体

無

アサ種子油、アサ種子
エキス

アサ（Hemp）の種子から CO2 抽出した高濃度の CBD を含有する Hemp resin をアサ種子
油で溶解したもの。THC: <0.05%。CBD だけでなく、他のカンナビノイドやテルペン、フ
オイル
ラボノイドも含有。痛みの緩和や抗炎症、自己免疫への作用、抗老化作用、抗菌作用等幅広
状
い効果が期待できます。CBD エキス結晶単品（THC 0.0%）や、水溶性 CBD（液体）、水溶
性 CBD 粉末もございます。

CBD オイル
CBD oil

剤型

Well-being（幸福、睡眠、リラックス）

有

中文
名称

製品名

有効成分（表示名） 概要

ナノカカオ
NanoCacao

グリセリン、水、トリ
( カプリル酸 / カプリ
カカオ豆から抽出した脂溶性成分を水溶性にしたリラクゼーション成分です。カカオの成分
ン酸 )
グリセリル、カカオエ
が皮膚にある神経細胞の緊張をほぐし、肌のきめを整えてなめらかにみせる効果があります。 液体
キス、レシチン、トコ （推奨配合量：3.0-5.0%）
フェロール、フェノキ
シエタノール

有

ムナプシス
MUNAPSYS

水、グリセリン、カプ
リリルグリコール、ア
セチルヘキサペプチド
-1

表情ジワ用の Botox 様ペプチド。中国対応可能。in-cosmetics North America 2018 では
innovation award の銅賞を受賞した原料。この表情ジワ関連で有名な原料 A（SNARE 複合
体の阻害によるアセチルコリン放出阻害）と S（アセチルコリン受容体ブロック）の両方の
液体
メカニズムをカバーし、この 2 種を混合した計 5% 混合処方と 3% MUNAPSYS で比較を行い、
混合液よりも優れた結果が得られています。7 日間でのシワ改善効果が確認できています。

有

ピノルミン
Pinolumin

シモフリマツ木エキス、 リラックス効果をもたらすとされる Swiss Stone Pine（スイスのシモフリマツの木）からエ
エタノール、ペンチレ
タノール / 水抽出したエキスを利用した化粧品原料。シミを薄くし肌全体のトーンを均一に
ングリコール、水
します。抗炎症作用も持つため敏感肌にも最適です。（推奨配合量：2.0％ ）

ハッピーベル オー
Happybelle O

ヒマワリ種子油、セイ
ヨウニンジンボク果実
エキス

植物由来の女性ホルモン様成分です。肌荒れの軽減、保湿バランス向上、鎮静効果、肌のき
めを整える、炎症・かゆみの軽減、皮膚本来の防御能力の維持を目指します。（推奨配合量：
0.5-3.0%、防腐剤フリー）

ハッピーベル -PE
Happybelle-PE

水、セイヨウニンジン
ボク果実エキス、グリ
セリン、エタノール、
レシチン、野菜油、ト
コフェロール、シクロ
デキストリン、テトラ
ヘキシルデカン酸アス
コルビル

植物由来エンドルフィンを配合した原料で、肌の若返りと保湿効果があり、みずみずしく輝
く肌へ導きます。バイオアベイラビリティを高めるため、デキストリンに封入した成分をリ
液体
ポソーム化した超浸透ダブルベクターシステムを採用しています。（推奨配合量：1.0-2.0％、
防腐剤フリー）

有

フェミティム
Femitim

セイヨウニンジンボク
果実エキス、エタノー
ル、グリセリン、水

植物由来の女性ホルモン様成分です。肌荒れの軽減、保湿バランス向上、鎮静効果、肌のき
めを整える、炎症・かゆみの軽減、皮膚本来の防御能力の維持を目指します。エコサート認
証原料です。（推奨配合量：0.5-3.0%、防腐剤フリー）

液体

有

デンソルフィン
Densorphin

マルトデキストリン、
水、セイヨウニンジン
ボク果実エキス、

植物由来エンドルフィンを配合した原料で、性ホルモン前駆体の DHEA の向上効果あり。肌
粉末
密度向上でシワを改善する。（防腐剤フリー）

有

剤型
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液体

無

油溶性
液体

有

Microbiome

中文
名称

製品名

有効成分（表示名） 概要

ブラック ビーオーム
Black BeeOme

ザイモモナス培養エキ
ス、水、エタノール、
ハチミツエキス

スイスに生息する保護された希少な黒い蜂によってつくられたハチミツをザイモモナスとい
う菌で発酵させた原料となります。皮脂抑制効果、ストレス負荷後の微生物叢バランスの回復、
シートマスクへ配合しての汚染物質による影響の改善データがあります。エタノールを除い
液体
てマルトデキストリンを用いた粉末タイプ「Black BeeOme pwd」もございます。（推奨配
合量：1.0-2.0％ ）

有

IBR- アーバイオテクト
IBR-UrBioTect

グリセリン、水、オオグ
ルマエキス、ベンジルア
ルコール、安息香酸

キレート効果を用いたアンチポリューション効果。ブルーライトによるダメージケアや、肌
内のデュナリエラサリナの活性化効果ももちます。

液体

有

クランベリー オーガニッ
ク ハーバソル エクストラ
クト グリセリン SB
Cranberry organic
Herbasol Extract
Glycerine SB

水、グリセリン、クラ
ンベリー果実エキス、
ソルビン酸 K、安息香
酸 Na、水酸化 Na

抗付着力および抗バイオフィルム形成活性がありますが、非殺菌性です。有益な微生物のバ
イオフィルム形成を促進しながら、有害な微生物のバイオフィルム形成を選択的に抑制しま
す。

液体

有

剤型

その他（皮脂調節、消臭・抗菌効果等）

中文
名称

製品名

有効成分（表示名） 概要

剤型

ウスネオ
usNeo

ウスニアバルバタエキ
ス、プロパンジオール、
皮膚の常在菌は保護しながら、体臭の原因として知られているグラム陽性菌には高い
トロメタミン、グルタ
（推奨配合量：1.0-2.0％、防腐剤フリー）
ミン酸ジ酢酸 4Na、水、 抗菌効果を示します。
水酸化 Na

液体

有

スウェット ストップ ヒアルケージ
SWEAT STOP HYALU-CAGE

ヒアルロン酸クロスポ
リマー Na、クロルヒド 制汗作用のある成分を超保湿作用のある新しいヒアルロン酸であるヒアルケージシス
ロキシ Al、水、ペンチ テムに結合させた製品です。
（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）
レングリコール

ペース
ト状

有

チトクローム C 0.03% リポシス
テム コンプレックス
CYTOCHROME C 0.03%
LIPOSYSTEM COMPLEX

チトクローム C、レシ
チトクロームＣを含有し、皮膚コンディショニング剤に適した製品です。（推奨配合量： ペース
チン、グリセリン、水、
2.0-5.0%、防腐剤フリー）
ト状
変性アルコール

有

アゼライックアシッド 50% シク
ロシステム コンプレックス
アゼライン酸、シクロ
デキストリン
AZELAIC ACID 50%
CYCLOSYSTEM COMPLEX

抗菌作用、角質溶解作用を持つアゼライン酸を含有する製品です。色素沈着を減少さ
せる効果もあります。（推奨配合量：5.0％、防腐剤フリー）

マヌカオイル M β TK 5+
Manuka Oil M β TK 5+

ギョリュウバイ枝 / 葉
油

ニュージーランドに昔から生息しているフトモモ科の木から採れる精油。ニュージーラ
ンドのティートゥリーとも呼ばれ、効果はティートリーの 20-30 倍の抗菌活性作用が
オイル
あると言われています。強い鎮痛作用は、筋肉痛や腰痛、関節痛に効果的。呼吸を楽にし、
状
ストレスや傷み、筋肉の緊張などを軽減させます。高い抗菌作用と殺菌作用から様々
な皮膚のトラブルに大きな効果があるとされます。

有

アサ種子油、アサ種子
エキス

アサ（Hemp）の種子から CO2 抽出した高濃度の CBD を含有する Hemp resin をア
サ種子油で溶解したもの。THC: <0.05%。CBD だけでなく、他のカンナビノイドやテ
オイル
ルペン、フラボノイドも含有。痛みの緩和や抗炎症、自己免疫への作用、抗老化作用、
状
抗菌作用等幅広い効果が期待できます。CBD エキス結晶単品（THC 0.0%）や、水溶
性 CBD（液体）、水溶性 CBD 粉末もございます。

有

CBD オイル
CBD oil
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粉末

有

リップケア
製品名

有効成分（表示名）

概要

剤型

リッパーフェクション
LiPerfection

シロガラシ芽エキス、安息香
酸Ｎａ、水

セイヨウカラシナ芽から抽出したエキスが皮膚の微小循環を促進し、唇
に即効性のある潤い感とボリュームアップをもたらします。エコサート
認証原料です。（推奨配合量：2.0-5.0％）

中文名称

液体

ナチュラテック マリンブルーバ
イタル C
Natura-Tec Marine Bluevital C

トリ（カプリル酸 / カプリン
酸）グリセリル、シリンドロ
テカフシホルミスエキス

有（中国向けに
微細藻類技術に基づく油溶性の強力な抗シワ活性原料で、肌の構造タン
液体
INCI 名変更の必
パクの産生を強力に刺激します。たった 24 時間でコラーゲン合成が著し
（油状）
く上昇します。唇の縦ジワ改善等で実績あり。（推奨配合量：0.5-2.0％）
要あり）

製品名

有効成分（表示名）

概要

イソスリムコンプレックス
Iso-SlimComplex

ダイズイソフラボン、
スピルリナプラテンシスエキ
ス、カフェイン、カルニチン、
ポリソルベート 80、エタノー
ル、フェノキシエタノール、水

４つの有効成分が女性特有のセルライトに働き脂肪燃焼を促す、新しいコンセプト
液体
のスリミング原料です。（推奨配合量：1.0-5.0％）

有

シェイプパーフェクション
ShapePerfection

シロガラシ芽エキス、カプサ
イシン、トリ（カプリル酸 /
カプリン酸）グリセリル

セイヨウカラシナの新芽から抽出した油溶性エキスで、カプサイシンを含有しま
す。
ミトコンドリアを増やして白色脂肪細胞を褐色様脂肪細胞へ変化させ、エネルギー 液体
を熱へ変換させることで抗セルライト効果が期待できます。（推奨配合量：1.02.0％）

無

スリミング ファクター
カーケイド PF
Slimming Factor Karkade PF

ハイビスカス花エキス、水、
PG、ソルビトール、フェノキ ハイビスカスの花から得られた植物性原料で、脂質生成や脂肪貯蔵を阻害する作用
液体
シエタノール、エチルヘキシ があります。
（推奨配合量：2.0-5.0％）
ルグリセリン

有

無

スリミング
剤型
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中文
名称

Hair care
ヘアケア

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

アナゲイン
Ana-Gain

エンドウ芽エキス、フェノキ
シエタノール、安息香酸 Na、
水

有機エンドウ豆の新芽から抽出した水溶性エキスです。根元から毛髪成長を刺
激して活力を与える事で発毛ライフサイクルを延長させ、わずか 3 カ月で密度
液体
の高い髪質へ改善する効果が期待できます。( 推奨配合量：2.0-4.0%、粉末タイ
プあり。)

有

ジーエスピーティー
GSP-T

ブドウ種子エキス、PEG-40 水 毛髪保護の為の強力な抗酸化複合体です。物理的ストレスや染毛等の科学的スト
添ヒマシ油、
レスから毛髪を保護します。（推奨配合量：0.5-2.5％、防腐剤フリー、※ PEG
液体
トコフェロール
フリー ver. もあります）

有

アクアカクティーン
AquaCacteen

オプンチアフィクスインジカ
茎エキス、グリセリン、フェ
ノキシエタノール

メキシコ産サボテン由来の保湿原料です。水結合性物質を豊富に含み、頭皮に
うるおいを与える次世代のアロエべラ様の原料です。フェノキシエタノール抜
きのエコサート認証原料の Aqua Cacteen nc もあります。（推奨配合量：0.52.0％）

液体

有

フィトセルテック マルス ドメス
ティカ
PhytoCellTec Malus
Domestica

リンゴ果実培養細胞エキス、
水、フェノキシエタール、キ
サンタンガム、グリセリン、
レシチン

4 か月腐らないリンゴで話題のウトビラー・スパトラウバーの幹細胞を培養して
得られたエキスです。皮膚幹細胞の活力を維持し、毛包の老化を遅らせます。
（推 液体
奨配合量：2.0-5.0％）

有

CM グルカン顆粒
CM-Glucan Granulate

カルボキシメチル - β - グルカ
ン Na

免疫向上機能を持つ天然のβグルカン誘導体です。皮膚を保護、炎症を軽減、
修復する作用があります。（推奨配合量：0.02-0.1%、防腐剤フリー）

粉末

有

リポベルゴールド
Lipobelle Gold

コロイド性金、グリセリン、
レシチン、水

リポソームに封入した 24 カラットの純金コロイドです。金は高級感やきらめき、
液体
華麗さを印象付けます。（推奨配合量：0.1-0.5％、防腐剤フリー）

無

ナノカカオ オー
NanoCacao O

カカオエキス、トリ（カプリ
ル酸／カプリン酸）グリセリ
ル、トコフェロール

カカオ由来の油溶性リラクゼーション成分です。不快感を減少させるとともに、
幸福感を増大させる事ができます。筋肉の収縮を緩和してシワの軽減効果もあ
液体
ります。（推奨配合量：3.0-5.0％、防腐剤フリー、※レシチンでナノエマルショ
ン化した水溶性タイプもあり）

有

リポベルグレイシャー
Lipobelle Glacier

水、レシチン、エタノール

ナノカプセル化したスイスアルプス氷河水です。熱によるストレスからケラチ
ノサイトを保護し、頭皮へのダメージを防止します。エコサート認証原料です。 液体
（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

細胞の解毒システムを刺激して酸化剤とフリーラジカルを中和し、環境的スト
液体
レスから頭皮を保護します。美白効果も期待出来ます。（推奨配合量：0.5-3.0％）

有

ロイヤルゼリーが内包されたリポソームです。細胞の活性化と栄養補給作用が
あります。（推奨配合量：1.0-5.0％）

液体

有

デトキソファン / スルフォラホワ コショウソウ芽エキス、
レシチン、グリセリン、フェ
イト
ノキシエタノール、水
Detoxophane/SulforaWhite

剤型

リポベル ロイヤル
Lipobelle Royal

ローヤルゼリー、レシチン、
DPG、フェノキシエタール 、
水

ポリフルクトール
Poly-Fructol

イヌリン、レシチン、エタノー 野菜や果物に存在するフルクトース ( 果糖 ) のポリマー Poly-Fructol を配合し
ル、水、フェノキシエタノー
たリポソーム原料で、ボディケアやヘアケア用の天然保湿剤として使用できま
ル
す。（推奨配合量：0.1-5.0％）

液体

有

ナノリポベル UV-A/B
Nano-Lipobelle UV-A/B

ｔ－ブチルメトキシジベンゾ
イルメタン、パラメトキシケ
紫外線吸収剤を内包したカチオニックナノエマルションです。
イヒ酸イソアミル、レシチン、
カチオン ( 陽イオン ) に包まれたナノカプセルは、毛髪に効果的に吸着・浸透し、 液体
オレイン酸オレイル、酢酸ト
（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）
コフェロール、ステアラミン、 有効成分が髪の隅々まで広がります。
エタノール、水

有

ナノリポベル UV-A/B
Nano-Lipobelle UV-A/B

ｔ－ブチルメトキシジベンゾ
イルメタン、パラメトキシケ
紫外線吸収剤を内包したカチオニックナノエマルションです。
イヒ酸イソアミル、レシチン、
カチオン ( 陽イオン ) に包まれたナノカプセルは、毛髪に効果的に吸着・浸透し、 液体
オレイン酸オレイル、酢酸ト
（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）
コフェロール、ステアラミン、 有効成分が髪の隅々まで広がります。
エタノール、水

有

リポベル S100/PA
Lipobelle S100/PA

D- パンテノール、レシチン、
ステアラミン、グリセリン、
エタノール、水

有

パンテノールを含んだ陽イオンナノカプセルが、毛髪に効果的に吸着・浸透し、
液体
有効成分が髪の隅々まで広がります。（推奨配合量：0.2-2.0％、防腐剤フリー）
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Hair care ヘアケア
製品名

有効成分（表示名）

概要

メボウキ毛状根培養エキス、
ヒマワリ種子油、ヤシ油

ミベール社の新技術 ｢Root BioTec｣ を用いて生産したバジル毛状根から抽出し
た油溶性のエキスです。5 α リダクターゼを阻害かつ真皮乳頭細胞を刺激する
液体
ことによって脱毛を減少させる手助けをします。水溶性タイプの HW もありま
す。（推奨配合量：1.0-3.0％）

無

液体

有

ン

動物性コラーゲンと同等の作用をもつ植物由来のポリサッカライドで、優れた
フィルミング効果と保湿効果をもちます。アカシアの木は聖櫃 ( 契約の箱 ) の
材料となった旧約聖書に記される神秘的な木です。（推奨配合量：1.0 － 5.0％ )

セボスタット MPE ハーバ
セック
Sebostat MPE Herbasec

オランダガラシ花／葉／茎エ
キス、スギナエキス、セイヨ
ウイラクサ葉エキス、マルト
デキストリン

オランダガラシ、スギナ、セイヨウイラクサの相乗効果が得られるパウダー状
の 配合剤です。皮脂調節に理想的な植物性原料で、スキンケア、ヘアケアの両
方に適しています。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

粉末

有

ナチュラル ＡＨＡ コンプ
レックス リキッド
Natural AHA Complex
Liquid

クエン酸、酒石酸、乳酸、グ
リセリン、水、

天然由来のα - ヒドロキシ酸混合物（クエン酸、乳酸は糖蜜由来、酒石酸はブド
液体
ウの木由来）の溶液です。（推奨配合量：1.0-10.0％、防腐剤フリー）

有

ヨーグルト プロテイン COS
GBU
Yoghurt Protein COS GBU

ヨーグルト

スイス産ヨーグルトの乾燥粉末です。皮膚や髪に栄養を与える化粧品原料です。
粉末
（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

ハニー エキス COS(PF)
Honey Extract COS(PF)

ハチミツエキス、水、PG、フェ
保湿効果のある明るい色のハチミツエキスで様々なスキンケア、ヘアケア製品
ノキシエタノール、エチルヘ
に利用できます。（推奨配合量：2.0-10.0％ ※防腐剤フリー ver. もあります）
キシルグリセリン

プロポリス エキス N
Propolis Extract N

プロポリスエキス、水、エタ
ノール

ローヤル ゼリー エキス
COS(SB)
Royal Jelly Extract
COS(SB)

ルートバイオテック HO
RootBioTec HO

アカシアセヤルガムエキス、

アカシア コラーゲン BG(PF) 水、BG、フェノキシエタノー
ル、エチルヘキシルグリセリ
Acacia Collagen BG (PF)

剤型

中文名称

液体

有

プロポリスのエタノール抽出エキスです。保湿作用、抗菌作用がよく知られて
います。収穫時ハチを傷つけないビーフレンドリー製品です。（推奨配合量：
1.0-10.0％、防腐剤フリー ※ PG ver. もあります）

液体

有

ハチミツエキス、ローヤルゼ
リーエキス、水、グリセリン、 女王蜂のために作られる栄養価の高い特別なゼリーのエキスです。収穫時ハチ
安息香酸 Na、クエン酸、ソル を傷つけないビーフレンドリー製品です。
（推奨配合量：2.0-10.0％）
ビン酸 K

液体

有

スイス フラワー ハニー エキ
ハチミツエキス、水、PG、フェ
ス PG PF
スイスの牧草地の花からミツバチが集めた蜜を使用した、保湿作用のあるハチ
ノキシエタノール、エチルヘ
Swiss Flower Honey Extract キシルグリセリン
ミツ製品です。（推奨配合量：2.0-10.0%）
PG PF

液体

有

パール、ホホバ種子油、トコ
フェロール、ヒマワリ種子油

淡水パールを微粉末し、ホホバオイルでコーティングした面白い化粧品原料で、
パーソナルケア製品に贅沢な感触を与えます。様々なアミノ酸やタンパク質か
粉末
らなる天然の保湿剤を含みます。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

加水分解シルク、水、塩化
Na、フェノキシエタノール、
クエン酸、水酸化 Na、エチル
ヘキシルグリセリン

特別に製造されたシルクのエキスで、製品にぜいたくな感触を与えます。（推奨
配合量：1.0-5.0％ ※エタノール ver. もあります）

液体

有

ナチュラテック アビソフト
Natura-Tec Abysoft

クランベアビシニカ種子油
フィトステロールエステルズ

多機能 Active 原料。スキンケア＆ Make up への利用では優れた保湿剤で、長
時間保護効果と柔らかい膜形成能を持ちます。共乳化剤、顔料の湿潤剤として
も利用できます。ヘアケアへの利用ではくし通りを良くし、髪のボリューム、
髪の弾力やツヤを向上させます。さらに髪を熱、UV、海水から守り、カラーの
退色防止効果も期待出来ます。

オイル
状

有（中
国向けに
INCI 名
変更の必
要あり）

ナチュラテッ
ク シーリニュウ
Natura-Tec SeaRenew

ポウテリアサポタ種子油、
Nannochloropsis
Oceanica Extract ( 申請中 )

Sapote Oil と微細藻類を組み合わせることによって毛髪を強化し、育毛効果も 液体
無
期待できます。COSMOS 認証。
（油状）

コスメパール Ｎ
Cosmepearl N

シルク エキス COS PF
Silk Extract COS PF

ベジタル シュードプラセンタ
PG
アロエベラ葉エキス、加水分
解ダイズタンパク、PG、水
VEGETAL
PSEUDOPLACENTA PG
ハイドロライズド ベジタブル
プロテイン
加水分解野菜タンパク
HYDROLYSED VEGETABLE
PROTEIN

保湿作用があり、肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに最適です。
液体
（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに適した製品です。（推奨配
合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）
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粉末

有

有

まつ毛
製品名

有効成分（表示名）

アナゲイン
Ana-Gain

有機エンドウ豆の新芽から抽出した水溶性エキスです。根元から毛髪成長を刺
エンドウ芽エキス、フェノキ
激して活力を与える事で発毛ライフサイクルを延長させ、わずか 3 カ月で密度
シエタノール、安息香酸 Na、
の高い髪質へ改善する効果が期待できます。( 推奨配合量：2.0-4.0%) 粉末タイ
水
プの AnaGain pwd もあり。

フィトセルテック マルス ド
メスティカ
PhytoCellTec Malus
Domestica
セルアイ
SCELLEYE

その他

概要

剤型

中文名称

液体

有

リンゴ果実培養細胞エキス、
水、フェノキシエタール、キ
サンタンガム、グリセリン、
レシチン

4 か月腐らないリンゴで話題のウトビラー・スパトラウバーの幹細胞を培養して
得られたエキスです。皮膚幹細胞の活力を維持し、毛包の老化を遅らせます。
（推 液体
奨配合量：2.0-5.0％）

有

BG、水、オリゴペプチド -2

植物性 IGF-1

有

液体

酵素製品
中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

ザイモリフト
ZYMO LIFT

プロテアーゼ、シクロデ
キストリン

細胞のターンオーバーを向上、皮膚の小じわを減らす作用があります。（推
粉末
奨配合量：2.0-4.0%、防腐剤フリー ※マルトデキストリン ver. もあります）

有

ヒアルロニダーゼ
HYALURONIDASE

ヒアルロニダーゼ、マル
トデキストリン

高い保湿効果があります。（推奨配合量：2.0-4.0%%、防腐剤フリー）

粉末

有

ザイモ アシッド
ZYMO ACID

プロテアーゼ、リン酸、
リン酸 Na、水、ペンチ
レングリコール

タンパク分解酵素であるプロテアーゼの活性を高めるため、酸性溶液にした
化粧品原料です。（推奨配合量：5.0%、防腐剤フリー）

液体

有

ザイモ クリアー MD
ZYMO CLEAR MD

（推奨配合量：2.0-4.0%、
リパーゼ、プロテアーゼ、 殺菌効果で肌深くまで清潔にする作用があります。
粉末
マルトデキストリン
防腐剤フリー）

有

ペルオキシダーゼ 100.000 IU/KG リ
ポシステム コンプレックス
PEROXIDASE 100.000 IU/KG
LIPOSYSTEM COMPLEX

ラクトペルオキシダー
ゼ、レシチン、グリセリ
ン

高い抗フリーラジカル作用をもつラクトペルオキシダーゼのリポソームで
す。（推奨配合量：3.0％、防腐剤フリー）

ペースト状 有

スーパーオキシド ジスムターゼ
1.000.000 IU/KG リポシステム コン
プレックス
SUPEROXIDE DISMUTASE
1.000.000 IU/KG LIPOSYSTEM
COMPLEX

スーパーオキシドジスム
ターゼ、レシチン、グリ
セリン

高い抗フリーラジカル作用を持つスーパーオキシドジスムターゼ含有のリポ
ソームです。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

ペースト状 有

スーパーオキシド ジスムターゼ
1.000.000 IU/KG & ペルオキシダー
ゼ 100.000 IU/KG リポシステム コン
プレックス
SUPEROXIDE DISMUTASE
1.000.000 IU/KG & PEROXIDASE
100.000 IU/KG LIPOSYSTEM
COMPLEX

スーパーオキシドジスム
ターゼ、ラクトペルオキ
シダーゼ、レシチン、グ
リセリン

スーパーオキシドジスムターゼとラクトペルオキシダーゼ含有のリポソーム
です。高い抗フリーラジカル作用を持ちます。（推奨配合量：3.0％、防腐剤
フリー）

ペースト状 有

ザイモラジカル
ZYMO RADICAL

スーパーオキシドジスム
ターゼ、ラクトペルオキ
シダーゼ、シクロデキス
トリン

高い抗フリーラジカル作用を持つスーパーオキシドジスムターゼ、ラクトペ
ルオキシダーゼをシクロデキストリンに包接した製品です。（推奨配合量：
2.0-4.0％以上、防腐剤フリー ※ヒドロキシプロピルシクロデキストリン
ver.、マルトデキストリン ver. もあります）

粉末

有

ザイモ セル
ZYMO CELL

リパーゼ、ヒアルロニ
ダーゼ、シクロデキスト
リン、加水分解コラーゲ
ン

セルライトの減少を促進する作用があります。（推奨配合量：2.0-4.0％以上、
粉末
防腐剤フリー ※マルトデキストリン ver. もあります）

有

ザイモヘアー
ZYMO HAIR

リパーゼ、スブチリシン、 頭皮やからだの表面に存在して汚れの原因となるトリグリセリド、ケラチン
アミラーゼ、シクロデキ 残渣、
多糖を加水分解して水に可溶化し、洗浄で洗い流せるようにします。
（推 粉末
ストリン
奨配合量：2.0-4.0%、防腐剤フリー ※マルトデキストリン ver. もあります）

有

デピル エンザイム
DEPIL ENZYME

スブチリシン、PG、水

毛髪成長の阻害作用があります。ムダ毛処理に適しています。（推奨配合量：
液体
1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

剤型
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3D ヒアルロン酸

Dermahyal は微生物 (Streptococcus equi) 由来のヒアル
ロ ン 酸 を 架 橋 し た ３D 高 分 子 ヒ ア ル ロ ン 酸 で あ る ヒ ア ル
ケ ー ジ シ ス テ ム（7、000kDa） の 架 橋 剤 を ジ ビ ニ ル ス ル
ホンから UREA に変更し、溶解性を向上させた原料です。
ヒアルロン酸を立体的に網目状にすることで高い 保湿効
果と安定性を持ち、製品の感触を変化させます。

中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

ダーマヒアル
Dermahyal

ヒアルロン酸クロスポリマー
Na、水、ペンチレングリコー
ル、塩化 Na

微生物 (Streptococcus equi) 由来のヒアルロン酸を架橋した３D 高分子ヒ
アルロン酸であるヒアルケージシステム（7、000kDa）の架橋剤をジビニ
ルスルホンから UREA に変更し、水への溶解性を向上させた原料です。
ゲル
高い保湿効果と安定性を持ち、製品の感触を変化させます。（推奨配合量：
2.0-10.0%）

スウェット ストップ ヒアルケージ
SWEAT STOP HYALU-CAGE

制汗作用のある成分を超保湿作用のある新しいヒアルロン酸であるヒアル
ヒアルロン酸クロスポリマー
Na、クロルヒドロキシ Al、水、 ケージシステムに結合させた製品です。
（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤
ペンチレングリコール
フリー）

ペース
ト状

有

エラジック ヒアルケージ
ELLAGIC HYALU-CAGE

水、ペンチレングリコール、
ヒアルロン酸クスポリマー
Na、エラグ酸、ザクロエキス

高い抗酸化作用を持つエラグ酸配合の製品です。美白、抗菌作用も知られ
ています。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

ゲル

有

リポアクション ヒアルケージ
LIPO ACTION HYALU-CAGE

ヒアルロン酸クロスポリマー
Na、カフェイン、水、ペンチ
レングリコール

細胞代謝を向上させ、トリグリセリドの脂肪酸とグリセリンへの加水分解
を補助する作用があります。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

ゲル

有

リポアクション ヒアルケージ
LIPO ACTION HYALU-CAGE

ヒアルロン酸クロスポリマー
Na、カフェイン、水、ペンチ
レングリコール

細胞代謝を向上させ、トリグリセリドの脂肪酸とグリセリンへの加水分解
を補助する作用があります。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

ゲル

有

ダーマヒアル ハイドラファクター
Dermhyal Hydra Factor

水、ヒアルロン酸クロスポリ
マー Na、尿素、ペンチレング
リコール、塩化 Na

ダーマヒアルの架橋されたヒアルロン酸の中に保湿機能を持つ尿素を閉じ
込めた製品です。ダーマヒアルと中の成分による 2 つの保湿効果が期待で
きます。（推奨配合量：2.0-10%）

ゲル

有

ダーマヒアル リファインファクター
Dermhyal Refine Factor

水、カルニチン、ヒアルロン
酸クロスポリマー Na、ペンチ
レングリコール塩化 Na

ダーマヒアルの架橋されたヒアルロン酸の中に細胞の代謝を促進してトリ
グリセリドを脂肪酸とグリセロールへ加水分解するカルニチンを閉じ込め
た製品です。ダーマヒアルの保湿効果と中の成分の 2 つの効果が期待でき
ます。（推奨配合量：2.0-10%）

ゲル

有

ダーマヒアル ビタプラスファクター
Dermhyal Vita Plus Factor

水、ヒアルロン酸クロスポリ
マー Na、ペンチレングリコー
ル、塩化 Na、シアノコバラミ
ン、パントテン酸 Ca、イノシ
トール、チアミン HCl、ピリ
ドキシン HCl、ナイアシンア
ミド、葉酸、リボフラビン

ダーマヒアルの架橋されたヒアルロン酸の中にビタミン類を閉じ込めた製
品です。ダーマヒアルの保湿効果と中の成分の抗酸化能の 2 つの効果が期
待できます。（推奨配合量：2.0-10%）

ゲル

有

ダーマヒアル サン M
Dermhyal Sun M

水、メトキシケイヒ酸エチル
ヘキシル、t- ブチルメトキシ
ジベンゾイルメタン、メチレ
ダーマヒアルの架橋されたヒアルロン酸の中に UV フィルター成分を閉じ
ンビスベンゾトリアゾリルテ
トラメチルブチルフェノール、 込めた製品です。ダーマヒアルの保湿効果と中の成分のサンケア効果の 2
ペンチレングリコール、ヒア
つの効果が期待できます。20% の使用で SPF30 に相当します。
ルロン酸クロスポリマー Na、、
デシルグルコシド、塩化 Na、
PG、キサンタンガム

ゲル

有

剤型
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有

マイクロビーズ代替
製品名

有効成分（表示名）

概要

タグア アブラシブ
Tagua Abrasive

フィテレファスエカトリアリ
ス種子

熱帯雨林の保護植物由来の Tagua Nut をイオン化放射線処理した天然のマイク
粉末
ロビーズ代替原料です。粒子径：< 0.40 mm。産地：南アメリカ（主にエクアドル）。

無

バンブー アブラシブ GBU
Bamboo Abrasive GBU

バンブサアルンジナセア茎

竹を粉末状にしてガンマ線処理した天然のマイクロビーズ代替原料です。粒子
径：< 0.50 mm。外観：真白い顆粒状。

粉末

有

ナチュラル アブラシブ
ブレンド スタンダード
Natural Abrasive Blend
Standard

アンズ種子、テウチグルミ殻
粒、アーモンド殻粒

細かく砕いたクルミの殻、アプリコット殻粒、アーモンドの殻の天然ブレンド品
をガンマ線処理した天然のマイクロビーズ代替原料です。外観：明るい茶色の
顆粒。粒子径：< 0.45 mm

粉末

有

ナチュラル アブラシブ ブレ
ンド ミディアム - ファイン
Natural Abrasive Blend
Medium-Fine

アンズ種子、テウチグルミ殻
粒、アーモンド殻粒

細かく砕いたクルミの殻、アプリコット殻粒、アーモンドの殻の天然ブレンド品
をガンマ線処理した天然のマイクロビーズ代替原料です。外観：明るい茶色の
顆粒。粒子径：< 0.25 mm

粉末

有

ナチュラル アブラシブ
ブレンド コース
Natural Abrasive Blend
Coarse

アンズ種子、テウチグルミ殻
粒、アーモンド殻粒

細かく砕いたクルミの殻、アプリコット殻粒、アーモンドの殻の天然ブレンド品
をガンマ線処理した天然のマイクロビーズ代替原料です。外観：明るい茶色の
顆粒。粒子径：> 0.45 mm

粉末

有

コスメパール Ｎ
Cosmepearl N

パール、ホホバ種子油、トコ
フェロール、ヒマワリ種子油

淡水パールを微粉末し、ホホバオイルでコーティングした面白い化粧品原料で、
パーソナルケア製品に贅沢な感触を与えます。様々なアミノ酸やタンパク質か
粉末
らなる天然の保湿剤を含みます。粒子径：< 0.25 mm

有

剤型

中文名称

乳化剤・リン脂質
医 薬 品 分 野、 食 品 分 野、 化 粧 品 分 野 含 め 世 界 で 最 も 利 用
されているリン脂質メーカー LIPOID 社の未水素添加型レ
シチンや水素添加型レシチン等を扱っております。

天然リン脂質（未水素添加型）
PC
含有量 外原規名

概要

中文
名称

由来

製品名

表示名称

大豆

ホスフォリポン 90G
PHOSPHOLIPON 90G

ホスファチジルコリン、
トコフェロール、パル
≧ 94% 大豆リン脂質
ミチン酸アスコルビル

大豆（Non-GMO)

リポイド P75
LIPOID P75

レシチン、トコフェロー
70%
ル

Non-GMO 版レシチンです。有効成分の皮膚浸透性の向
大豆リン脂質 上、油性成分の乳化、リポソーム、ナノエマルション形成 有
に適しています。COSMOS 認証原料。

大豆（Non-GMO)

リポイド P100
LIPOID P100

ホスファチジルコリン、
90%
トコフェロール

Non-GMO レシチンです。有効成分の皮膚浸透性の向上、
大豆リン脂質 油性成分の乳化、リポソーム、ナノエマルション形成に適 有
しています。COSMOS 認証原料。

大豆

リポイド S LPC80
LIPOID S LPC80

リゾレシチン、トコフェ
ロール

最高品質のホスファチジルコリンです。経皮吸収効果の高
いリポソーム、ナノエマルションの形成や処方の感触改善 有
に適しています。

部分的に加水分解した水素添加リゾレシチンです。リゾホ
有
スファチジルコリンを 80% 以上含有しています。
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水素添加天然リン脂質
由来

製品名

表示名称

PC
含有量

外原規名

概要

大豆

ホスフォリポン 80H
PHOSPHOLIPON 80H

水添レシチン

70%

水素添加大豆リン脂質

保湿効果、感触改良、乳液やクリーム等の乳化、リポ
有
ソームの形成に適しています。外原規適合製品です。

大豆

ホスフォリポン 90H
PHOSPHOLIPON 90H

水添ホスファチジル
≧ 94% 水素添加大豆リン脂質
コリン

皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等の乳化、リポソー
有
ムの形成に適しています。外原規適合製品です。

大豆

リポイド P75-3
LIPOID P75-3

水添レシチン

70%

水素添加大豆リン脂質

Non-GMO 水添レシチンです。皮膚の保湿向上、乳
液やクリーム等の乳化、リポソーム、ラメラ形成に適 有
しています。COSMOS 認証原料。

大豆

リポイド P100-3
LIPOID P100-3

水添ホスファチジル
90%
コリン

水素添加大豆リン脂質

Non-GMO 水添レシチンです。皮膚の保湿向上、乳
液やクリーム等の乳化、リポソーム、ラメラ形成に適 有
しています。COSMOS 認証原料。

中文名称

その他乳化剤
中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

概要

Natura-Tec Ecomuls TM 2 in 1

オレイン酸グリセリル、ポリリシノ
レイン酸ポリグリセリル -3、オリー
ブ油不けん化物

天然グリセリズとオリーブ油不けん化物をベースとした 100% 天然、GM フリー
の W/O 乳化剤です。全ての肌タイプへ使用可能で保護膜を形成し、高い保湿 有
レベルを維持します。COSMOS 認証。

Natura-Tec Emulactive TM W

セテアリルアルコール、ステアリン
酸グリセリル、パルミトイル加水分
解コムギタンパク K

コムギタンパク由来物を用いたアニオン性 / ノニオン性のマイルドな O/W 乳
化剤です。Active 成分を肌の中へ届けるラメラ液晶システムを形成します。
有
柔らかい感触をスベスベした後感を提供し、全ての肌タイプに利用可能です。
高い保湿機能も持ち合わせています。COSMOS 認証。

Natura-Tec Crystal Cream TM

ポリステアリン酸スクロース、セテ
アリルアルコール、オリーブ油不け
ん化物

スクロースエステルズとオリーブ油不けん化物をベースとした O/W 乳化剤で
有
す。共乳化剤や増粘剤なしで軽い感触の乳化物が作成可能です。COSMOS 認証。

リポソーム化、プレリポソーム化システム
製品名

表示名称

ナティピド エコ
Natipide Eco

水、レシチン、グリセリン、ペ
ンチレングリコール、トコフェ
ロール、水酸化 Na

フォーサル 40IP
PHOSAL 40IP

水、レシチン、ヒマワリ種子油、
液体
エタノール、トコフェロール

剤型
ゲル状

応用範囲

概要

リポソーム作成

室温で高圧ホモジナイザーなしでも 簡単に 200nm
ほどのリポソームが作成可能な空リポソーム。親水性 有
成分のみが対象。COSMOS 認証原料。

リポソーム作成

油溶性成分用の空リポソーム。Vitamin 等の油溶性
成分の肌への浸透率を大きく向上させることも試験で 有
実証済み。

中文名称

皮膚脂質のデリバリーシステム
中文
名称

製品名

有効成分（表示名）

セラソーム 9041
Cerasome 9041

水、エタノール、水添レシチン、コレ 細胞間脂質に近い成分を特殊技術により加工した透明なリポソーム原料です。
ステロール、セラミド NG、セラミド
細胞間脂質と同様の働きを持つので、皮膚のバリアー機能を修復して経表皮水 有
NP、オレイン酸、パルミチン酸、アス
分喪失 (TEWL) を抑えます。中国 INCI 適合。＜推奨配合量：5-10% ＞
コルビン酸 Na、EDTA、水酸化 Na

概要
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ラメラクリーム基材
SLM シリーズ
細胞間脂質と同じラメラ構造を持つクリーム基材です。本基材
は 水 添 レ シ チ ン、 ト リ（ カ プ リ ル / カ プ リ ン 酸 ） グ リ セ リ ル、
グリセリン等の皮脂に近い天然成分で構成されています。
このラメラ構造の中に水溶性成分及び油溶性成分の両方を乳化
安定する事が出来ます。
ラメラ構造のクリームが、肌の外から細胞間脂質を補給し、バ
リア効果を高めて、保湿します。
しっとりと肌なじみのよい独特の感触が特徴です。

ラメラクリーム基材
製品名

表示名称

SLM2038

水、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、
水添ホスファチジルコリン、ペンチレングリコー
ル、グリセリン、シア脂、スクワラン

SLM2026

水、ペンチレングリコール、水添ホスファチジル
コリン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセ
リル、グリセリン、シア脂、スクワラン、セラミ
ド NP

剤型

概要

クリーム状

細胞間脂質と同様の脂質類をラメラ構造状に配置した脂質コン
プレックスです。皮膚の保護効果に優れており、基剤として使
有
用可能で、希望の有効成分添加してホモジナイズすることで有
効成分配合クリームが作成可能です。

中文名称

COSMOS 認証等原料
エコサート認証、
COSMOS 認証

製品名

有効成分（表示名）概要

エーデルワイス（CH）ハーバソル エコ
Edelweiss (CH) Herbasol Eco

エーデルワイス花
／葉エキス、グリセ
リン、水

抗炎症、抗菌、抗酸化作用がよく知られています。

カレンデュラ（CH）ハーバソル エコ
Calendula (CH) Herbasol Eco

トウキンセンカ花
エキス、グリセリ
ン、水

抗炎症、抗刺激作用があります。また、皮膚の治癒力を高める効果も知られてい
COSMOS
ます。

中文名称
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COSMOS

製品名

有効成分（表示名）概要

エルダー フラワー ハーバソル エコ
Elder Flowers Herbasol Eco

セイヨウニワトコ
花エキス、グリセリ
ン 、水

フラボノイドを豊富に含有しています。高い抗酸化作用、スージング作用があります。

グリーン ティー ハーバソル エコ
Green Tea Herbasol Eco

チャ葉エキス、グリ
セリン、水

抗酸化作用、フリーラジカル補足作用が知られています。スージング作用、収れん
COSMOS
作用もあります。

ヘイフラワー（CH）ハーバソル エコ
Hay Flowers (CH) Herbasol Eco

ヘイフラワーエキ
ス、グリセリン、水

ヘイフラワーはリラックス作用、血行促進作用がよく知られています。

COSMOS

ラベンダー ハーバソル エコ
Lavender Herbasol Eco

ラベンダー花エキ
ス、グリセリン、水

浄化作用、リラックス作用効果が期待できます。敏感肌にも理想的です。

COSMOS

ライム ツリー ブロッサム ハーバソル エ
コ
Lime Tree Blossom Herbasol Eco

フユボダイジュ花
エキス、グリセリ
ン、水

抗刺激作用、スージング作用があります。

COSMOS

マロウ（CH）ハーバソル エコ
Mallow (CH) Herbasol Eco

ゼニアオイ花エキ
ス、グリセリン、水

乾燥肌や唇へのエモリエント剤として使用されます。抗刺激、抗炎症、スージング
COSMOS
作用も期待できます。

マンゴー ハーバソル エコ
Mango Herbasol Eco

マンゴー果実エキ
ス、グリセリン、水

抗酸化作用があり、パックへの使用で皮膚を甦らせる作用があります。

ラズベリー ハーバソル エコ
Raspberry Herbasol Eco

キイチゴエキス、グ
リセリン、水

高い抗酸化作用をもつスーパーフルーツのラズベリーであるエキスです。収れん作
COSMOS
用、クレンジング作用もあります。

バニラ ハーバソル エコ
Vanilla Herbasol Eco

バニラ果実エキス、
バニラのエキスです。（バニラの香りはございませんのでご注意ください。）
グリセリン、水

ホワイト ティー ハーバソル エコ
White Tea Herbasol Eco

チャ葉エキス、グリ
セリン、水

マリタイムパイン (FR) ハーバソル エコ
Maritime Pine (FR) Herbasol Eco

フランスカイガン
南フランスのフランスカイガンショウ（仏蘭西海岸松）樹皮のグリセリン抽出エキ
ショウ樹皮エキス、
COSMOS
スです。
グリセリン、水

ロバージ ルート (FR) ハーバソル エコ
Lovage Root (FR) Herbasol Eco

レビスチクムオ
フィシナーレ根エ
キス、グリセリン、
水

南フランスにあるラベージの根のグリセリン抽出エキスです。

COSMOS

ホーステイル (FR) ハーバソル エコ
Horsetail (FR) Herbasol Eco

スギナエキス、グリ
セリン、水

南フランスにあるスギナのグリセリン抽出エキスです。

COSMOS

シーバックソーン (FR) ハーバソル エコ
Sea Backthorn (FR) Herbasol Eco

ヒポファエラムノ
イデス果実エキス、 南フランスにあるシーバックソーン
（シーベリー）果実のグリセリン抽出エキスです。 COSMOS
グリセリン、水

ハイドロゲイン
Hydro-Gain

ヒポファエラムノ
イデス果実エキス
( 溶剤比率
10.0 :100)、グリ
セリン (>50%)、水
(10-25%)

極限環境にさらされた植物からの抽出物を基に 100% 天然、防腐剤フリー（selfpreserving）の保湿剤です。天然保湿因子であるグリセロールと水添レシチン中で エコサート
のシラカバ樹皮エキスとウチワサボテン種子油とカノラ油の独自の組み合わせによ ＆ COSMOS
り肌を強力に保湿します。即効性と長期的保湿効果が確認できています。

アーモンドオイル ハーバスフェア
Almond Oil Herbaspheres

グリセリン、水、
アーモンド油、水添
レシチン、クエン酸

アーモンド油を用いた防腐剤フリー（Self-preserving）の天然、植物由来化粧品用 エコサート
ミルクです。
＆ COSMOS

中文名称
COSMOS

COSMOS

COSMOS

高い抗酸化作用、フリーラジカル補足作用を持つ白茶のエキスです。収れん作用、スー
COSMOS
ジング作用もあります。

バニラ果実エキス、

オーキッド / アーモンドオイル ハーバス
バニラ果実エキスとアーモンド油を用いた防腐剤フリー（Self-preserving）の天然、 エコサート
グリセリン、水、
フェア
アーモンド油、水添 植物由来化粧品用ミルクです。
＆ COSMOS
Orchid/Almond Oil Herbaspheres
レシチン、クエン酸
シアバター / アーモンド オイル ハーバ
スフェア
Sheabutter/Almond Oil
Herbaspheres

グリセリン、水、
アーモンド油、シア
脂、水添レシチン、
クエン酸

シアバターとアーモンド油を用いた防腐剤フリー（Self-preserving）の天然、植物 エコサート
由来化粧品用ミルクです。
＆ COSMOS

アップルウォーター ハーバソーム
Apple Water Herbasome

グリセリン、リンゴ
果実水、レシチン、
トコフェロール

果汁や果実水をリポソーム化した原料です。肌への浸透性の向上を狙った原料です。

ココナツウォーター ハーバソーム
Coconut Water Herbasome

グリセリン、ココヤ
シ果汁、レシチン、
トコフェロール

果汁や果実水をリポソーム化した原料です。肌への浸透性の向上を狙った原料です。

カモミール リポハーバセック
Chamomile LipoHerbasec

マルトデキストリ
ン、水添レシチン、
水添レシチンで包接した植物エキスをマルトデキストリンで粉末化した原料です。
カミツレ花エキス、
塩化 Na
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エコサート
＆ COSMOS
エコサート
＆ COSMOS
エコサート
＆ COSMOS

製品名

有効成分（表示名）

コーンフラワーズ
リポハーバセック
Corn Flowers LipoHerbasec

マルトデキストリン、水添
レシチン、ヤグルマギク花
エキス、塩化 Na

水添レシチンで包接した植物エキスをマルトデキストリンで粉末化した原料です。

エキナセア パープレア
リポハーバセック
Echinasea Purpurea
LipoHerbasec

マルトデキストリン、水添
レシチン、エチナシ根エキ
ス、塩化 Na

水添レシチンで包接した植物エキスをマルトデキストリンで粉末化した原料です。

エーデルワイス リポハーバセック
Edelweiss LipoHerbasec

マルトデキストリン、水添
レシチン、エーデルワイス
花 / 葉エキス、塩化 Na

水添レシチンで包接した植物エキスをマルトデキストリンで粉末化した原料です。

ギンセン リポハーバセック
Ginseng LipoHerbasec

マルトデキストリン、水添
レシチン、オタネニンジン
根エキス、塩化 Na

水添レシチンで包接した植物エキスをマルトデキストリンで粉末化した原料です。

ホワイトティー リポハーバセック
White Tea LipoHerbasec

マルトデキストリン、水添
レシチン、チャ葉エキス、
塩化 Na

水添レシチンで包接した植物エキスをマルトデキストリンで粉末化した原料です。

ハーバプロテクト NOX
HerbaProtect NOX

グリセリン、水、ザクロ花
エキス、エゴマ葉エキス、
テルミナリアフェルジナン
ジアナ果実エキス

UV による肌ダメージからの保護が可能なサンケア用アクティブ原料です。3 種のア
クティブ成分、カカドゥプラム、ザクロ花、エゴマ葉のエキスを混合し、濃縮グリセ エコサート
ロールによる自己防腐溶媒システムでの防腐剤フリー品としています。ストレスを
受けた肌を沈静化し、UV による酵素ストレス反応や細胞構造のダメージに繋がる細 ＆ COSMOS
胞内窒素や酸素種の形成を抑えます。

ハーバシールド URB
HerbaShield URB

マルトデキストリン、水添
レシチン、オランダガラシ
花 / 葉 / 茎エキス、スギナ
エキス、セイヨウイラクサ
葉エキス、塩化 Na

クレソン、スギナ、セイヨウイラクサのエキスを混合した化粧品原料。これら 3 種
でデトックス、抗酸化機能を、水添レシチンが肌バリア機能を発揮することで Anti- COSMOS
Pollution 用原料として利用可能。

ハーバグロウ NRG
HerbaGlow NRG

プロパンジオール、水、ケー
パー果実エキス、クロミグ
ワ葉エキス、イワベンケイ
根エキス

本製品は 、Caper の花、Mulberry の葉、Rose Root からプロパンジオール ベース
の溶媒 で抽出 した エキスです 。防腐 剤フリ ー。ミトコンドリアのエネルギー（ATP）
COSMOS
産生を向上させ、肌を明るく滑らか、かつ均一なトーンにします。 全成分 の 100%
が natural origin。

サイダー VNGR+
Cider VNGR+

ウルチカジオイカエキス、
ゼニアオイ花エキス、酢、
グリセリン、水、安息香酸
Na、ソルビン酸 K

本製品は 、Nettle herb と Mallow の花から Cider Vinegar/ グリセリンを用いて
抽出したエキスです 。お酢による pH 調整効果、毛髪保護効果、肌のクレンジング COSMOS
効果が期待できます。全成分 の 99.55% が natural origin。

ライス VNGR+
Rice VNGR+

ツルドクダミ根エキス、キ
ク花エキス、酢、グリセリ
ン、水、安息香酸 Na、ソ
ルビン酸 K

本製品は 、Polygonum root と Chrysanthemum の花から Rice Vinegar/ グリセ
リンを用いて グリセンを用いて抽出したエキスです 。お酢による pH 調整効果、毛
COSMOS
髪保護効果、肌のクレンジング効果が期待できます。全成分 の 99.55% が natural
origin。

LIPOID P100

ホスファチジルコリン、ト
コフェロール

PC 含量 90% 以上の Non-GMO レシチンです。有効成分の皮膚浸透性の向上、油性
成分の乳化、リポソーム、ナノエマルション形成に適しています。COSMOS 認証 COSMOS
原料。

LIPOID P75

レシチン

PC 含量約 70% の Non-GMO レシチンです。有効成分の皮膚浸透性の向上、油性成
COSMOS
分の乳化、リポソーム、ナノエマルション形成に適しています。COSMOS 認証原料。

LIPOID P100-3

水添ホスファチジルコリン

Non-GMO 水添レシチンです。皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等の乳化、リポソー
COSMOS
ム、ラメラ形成に適しています。COSMOS 認証原料。

LIPOID P75-3

水添レシチン

Non-GMO 水添レシチンです。皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等の乳化、リポソー
COSMOS
ム、ラメラ形成に適しています。COSMOS 認証原料。

ナティピド エコ
Natipide Eco

水、レシチン、グリセリン、
室温で高圧ホモジナイザーなしでも 簡単に 200nm ほどのリポソームが作成可能な
ペンチレングリコール、ト
COSMOS
空リポソーム。親水性成分のみが対象。COSMOS 認証原料。
コフェロール、水酸化 Na

IBR- ドルミン オーガニック
IBR-DORMIN Organic

フサザキスイセン根エキ
ス (0.7-1.1%)、グリセリ
ン (50-60%)、水 (38.949.3%)

フサザキスイセンの球根由来の水抽出エキスです。細胞増殖を遅らせ、肌を活性化
させます。抗シワ効果以外にも抑毛効果、抗皮脂効果、抗シミ効果も期待できます。 エコサート
（推奨配合量：0.5-2.0%）

IBR- ドルミン オール
ナチュラル
IBR-DORMIN all Natural

フサザキスイセン根エキ
ス、水、グリセリン

フサザキスイセンの球根由来の水抽出エキスです。細胞増殖を遅らせ、肌を活性化
させます。抗シワ効果以外にも抑毛効果、抗皮脂効果、抗シミ効果も期待できます。 COSMOS
（推奨配合量：0.5-2.0% ※エコサート Ver、パラベンフリー Ver もあります）

IBR- ドラゴン all natural
IBR-Dragon all natural

ピタヤ果実エキス、グリセ
ピタヤ果実（ドラゴンフルーツ）の水抽出エキスです。抗酸化能が非常に強く、即
リン、ベンジルアルコール、
COSMOS
効ブライトニング効果で明るく輝いた肌をつくります。（推奨配合量：1.0-5.0％）
安息香酸

IBR-CLC concentrated
in Squalane

スクワラン、デュナリエラ
サリナエキス

IBR-CLC concentrated
in jojoba oil

ホホバ種子油、スクワラン、 炎症、UV 吸収作用、保護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、
COSMOS
デュナリエラサリナエキス 酸化防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体を含みます。

概要

中文名称
エコサート
＆ COSMOS
エコサート
＆ COSMOS
エコサート
＆ COSMOS
エコサート
＆ COSMOS
エコサート
＆ COSMOS

緑藻類の一種であるデュナリエラサリナの油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗
炎症、UV 吸収作用、保護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、
COSMOS
酸化防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体を含みます。
SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。
緑藻類の一種であるデュナリエラサリナの油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗
SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。
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製品名

有効成分（表示名）

IBR-TCLC in jojoba oil

トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、保
ホホバ種子油、スクワラン、トマ 護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用
COSMOS
ト果実エキス
をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。抗セルラ
イト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。

IBR-TCLC in Squalane

スクワラン、トマト果実エキス

トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、保
護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用
COSMOS
をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。抗セルラ
イト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。

IBR- アーバイオテクト
IBR-UrBioTect

グリセリン、水、オオグルマエキ
キレート効果を用いたアンチポリューション効果。ブルーライトによるダメージケ
ス、ベンジルアルコール、安息香
COSMOS
アや、肌内のデュナリエラサリナの活性化効果ももつ。
酸

IBR- スノーフレー
ク オールナチュラル
IBR-Snowflake all natural

グリセリン、水、オオマツユキソ
ウ球根エキス

オオマツユキソウの球根由来の水溶性エキスです。ボトックス様作用、SOD 産生、
COSMOS
抗シワ、ライトニング効果、制汗作用が期待できる原料です。

IBR- プリスティナイザー
IBR-Pristinizer

アステリスクスグラベオレンス
花 / 果実 / 葉 / 茎エキス、グリセ
リン、水

抗酸化、抗炎症、デトックス効果をもち、たばこや大気汚染によるダメージから肌
COSMOS
や細胞を守ります。（推奨配合量：1.0-3.0％ ）

ヴィン - アップリフト
Vin-upLift

カエサルピニアスピノサガム、マ アイスワインをタラガムとマルトデキストリンで顆粒粉末化した化粧品原料。長期
COSMOS
ルトデキストリン、水、ワイン
的な保湿と即効性のリフティング効果が期待出来ます。（推奨配合量：0.5-2.0％ ）

概要

中文名称

世界初のコケを培養した原料。細胞核へのアプローチによる抗老化作用だけでなく、
気温や湿度といった環境変化に肌を順応させる。環境変化に対して水分を保持する。
COSMOS
In-cosmetics Global、BSB、In-cosmetics North America の 3 つ で 金 賞 受 賞、
Sepawa で 3 位受賞。COSMOS 認証も取得。

モスセルテック
ナンバーワン
MossCellTec No.1

フィトール、イソマルト、水

インフラガード パウダー
InfraGuard pwd

カエサルピニアスピノサ果実莢
ROS 産生抑制と、ブルーライトによる ROS 産生も抑制。汚染物質によるタンパク
エキス、ヒマワリ芽エキス、マル
COSMOS
のカルボニル化も防ぎ、アンチポリューション用にも応用可能。COSMOS 認証品。
トデキストリン、水

Tara とヒマワリ芽から抽出したエキスの混合物。近赤外によるミトコンドリアでの

（PG とフェノキシエタノールを含んだ液体タイプあり）

サンフラワー シュート アクティ
ヒマワリ芽エキス ( 抽出比率
ブ
1:8)、安息香酸 Na (0.4%)
Sunflower Shoot Active

ヒマワリ新芽エキスにより皮膚細胞 (ATP) の活性化を促し、つややかな肌を作りま
エコサート
す。エコサート認証原料です。（推奨配合量：2.0-5.0％）

アクアカクティーン nc
AquaCacteen nc

オプンチアフィクスインジカ
茎エキス (5%)、グリセリン
(50%)、水 (45%)

サボテン由来の保湿原料です。水結合性物質を豊富に含み、頭皮にうるおいを与
える次世代のアロエべラ様の原料です。エコサート認証原料です。天然由来原料 エコサート
99.8％、オーガニックファーミング原料 96.5%（推奨配合量：0.5-2.0％）

リポベルグレイシャー
Lipobelle Glacier

水 (79%; その内アルプス氷河水
は 52%)、レシチン (6%)、エタ
ノール (15%)

ナノカプセル化したスイスアルプス氷河水による水分補給効果で、みずみずしい肌 エコサート &
を保ちます。エコサート認証原料です。（推奨配合量：1.0-5.0%、防腐剤フリー）
COSMOS

フェミティム
Femitim

セイヨウニンジンボク果実エキ
植物由来の女性ホルモン様成分です。肌荒れの軽減、保湿バランス向上、鎮静効果、
ス (0.11%)、エタノール (19%)、
肌のきめを整える、炎症・かゆみの軽減、皮膚本来の防御能力の維持を目指します。 エコサート
グリセリン (35%)、水 (100% ま
エコサート認証原料です。（推奨配合量：0.5-3.0%、防腐剤フリー）
で）

アルパイン ローズ アクティ
ブ
Alpine Rose Active

ロドデンドロンフェルギネウム
エキス (2%)、水 (43%)、グリセ
リン (55%)

ナノビット oA
NanoVit oA

ヒポファエラムノイデス油 (15%)、 必須脂肪酸 (n3、6、7、9) 含有天然植物果実「沙棘」から抽出したエキスのナノエ
トコフェロール (1.0%)、レシチ
マルションです。皮膚の抗酸化力、再生能力を高めます。エコサート認証原料です。 エコサート
ン (2.5%)、グリセリン (40%)、水
（推奨配合量：1.0-5.0％）
(41.45%)、安息香酸 Na (0.05%)

エピカーミン TCM
EpiCalmin TCM

スイカズラ花エキス (1.7%)、オ
ナモミ果実エキス (1.7%)、ハマ
スゲ根エキス (1.7%)、安息香酸
Na (0.3%)、水 (94.6%)

漢方由来の保湿成分、敏感肌に起こる様々なトラブルに対処します。エコサート認
エコサート
証原料です。（推奨配合量：2.0-5.0％）

リッパーフェクション
LIPerfection

シロガラシ芽エキス (15%)、安
息香酸 Na (0.5%)、水 (84.5%)

セイヨウカラシナ芽から抽出したエキスが皮膚の微小循環を促進し、唇に即効性の
ある潤い感とボリュームアップをもたらします。エコサート認証原料です。（推奨配 エコサート
合量：2.0-5.0％）

ナチュラテック アビシニ
アンオイル - リファインド
Natura-Tec Abyssinian Oil
- Refined

クランベアビシニカ種子油

独特な分子構造を持つ長鎖脂肪酸。酸化への高い耐性、非常に軽く、油っぽさのな エコサート
い後感
＆ COSMOS

ナチュラテック ババ
スオイル - リファイン
ド または オーガニック
Natura-Tec Babassu Oil Refined or Organic

ババス油

融点：20-30℃。環境による攻撃から肌を守る薄い保護膜を提供します。ジメチコ
エコサート
ンの天然の代替物です。油っぽさのない後感を持ち、最終製品に伸展性を提供します。
＆ COSMOS
精製タイプとオーガニックタイプがございます。

ナチュラテック オリーブオ
イル - オーガニック
Natura-Tec Olive Oil Organic

オリーブ果実油

肌に非常によく似た脂肪酸構成を持つため、肌への親和性が高い。優れた保湿作用 エコサート・
を持つ。
オーガニック

ナチュラテック サポテ
オイル - リファインド
Natura-Tec Sapote Oil Refined

ポウテリアサポタ種子油

アルガンと同じファミリーであり、肌耐性を向上させて、創傷治癒、消毒作用を持ち、 エコサート
UV からの保護効果も期待出来ます。発毛刺激や毛髪のケアにも応用可能です。
＆ COSMOS

スイスアルプスの高山植物「アルペンローゼ」の葉より抽出した水溶性のエキスで
す。抗酸化、抗ウィルス効果により健やかな肌を作ります。エコサート認証原料です。
エコサート
天然由来原料 99.91%、オーガニックファーミング原料 57.76%（推奨配合量：1.03.0%、防腐剤フリー）
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有効成分（表示名）

概要

中文名称

天然半透明のワセリン代替品です。強力な保湿剤で耐水性を持ち、マッ エコサート ＆
ナチュラテック ヴァセリン タイプ A ヒマシ油、水添ヒマシ油、カル
トな外観となっています。Make up、スキンケア、ヘアケアと幅広く COSMOS ＆ Natural
ナウバロウ
Natura-Tec Vaselin Type A
応用可能です。
Product Association
エコサート ＆
ナチュラテック ヴァセリン タイプ B ヒマシ油、水添ヒマシ油、カル 光沢、ツヤ感を出す効果や糸引き効果を持った天然半透明のワセリン
COSMOS ＆ Natural
ナウバロウ、ミツロウ
代替品です。リップスティック、Make up、ヘアケアへ応用可能です。
Natura-Tec Vaselin Type B
Product Association
ナチュラテック プラントシル
Natura-Tec PlantsilTM

水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、水添オリーブ油不けん化物

エコサート ＆
独特なソフトな感覚を残す粉末状の仕上がりとなっています。シル COSMOS ＆
キーな感触が長時間続き、肌の上をサテンのようにツルツルとさせる Natural Product
効果を生み出します。シリコンの優れた代替物となります。
Association ＆
Natrue compliance

ナチュラテック プラントソフト L
Natura-Tec PlantsoftTM L

シア脂、ロジン酸グリセリル、
オリーブ油不けん化物

天然の半固形ラノリン代替物で、同等の外観と作用を持ち合わせてい
エコサート ＆
ます。水分吸収、水和、乳化システムの安定化、保護作用があります。
COSMOS
リップ系への利用に適しています。

ナチュラテック プラ
ントソフト オイル
Natura-Tec PlantsoftTM Oil

ヒマシ油、オレイン酸グリセリ 天然の粘稠液ラノリンオイル代替物で、同等の展延性、ツヤ、粘着性
エコサート ＆
ル、ロジン酸グリセリル、オリー を持ち合わせて保湿作用も期待できます。肌、髪、爪に贅沢な感触を
COSMOS
ブ油不けん化物
提供します。

ナチュラテック プラ
ントソフトワックス
Natura-Tec PlantsoftTM Wax

ロジン酸グリセリル、ヒマシ油、 天然のラノリンワックス代替物です。ヘアワックスやリップ製品、マ エコサート ＆
水添オリーブ油
スカラに最適です。
COSMOS

ナチュラテック ホワイトビーズワッ
クス オーガニック
Natura-Tec White Beeswax
Organic

ミツロウ

エコサート認証の White Beeswax。原料の 100% がオーガニック農
エコサート
場由来。

ナチュラテック エコマルス 2 in 1
Natura-Tec EcomulsTM 2 in 1

オレイン酸グリセリル、ポリリ
シノレイン酸ポリグリセリル
-3、オリーブ油不けん化物

エコサート ＆
粘性を持った液体。W/O 乳化剤 (2 in 1)。乳化と保湿。エコ乳化剤。
COSMOS ＆ Natural
Hot と Cold プロセス両方利用可能。HLB = 3±1
Product Association

ナチュラテック エマルアクティブ W
Natura-Tec EmulactiveTM W

セテアリルアルコール、ステア
リン酸グリセリル、パルミトイ
ル加水分解コムギタンパク K

O/W アニオン / ノニオン乳化剤。液晶、ラメラ機能を持った流体乳
エコサート
化が可能で、有効成分を肌で油層する手助けをします。

ナチュラテック クリスタルクリーム
Natura-Tec Crystal CreamTM

ポリステアリン酸スクロース、
セテアリルアルコール、オリー
ブ油不けん化物

O/W 乳化剤。高い皮膚親和性を持ち、液晶構造を形成します。エマ
エコサート
ルションに軽い感触を提供します。HLB = 9±1

ナチュラテック アビソフト
Natura-Tec AbysoftTM

クランベアビシニカ種子油フィ
トステロールエステルズ

多機能 Active 原料。スキンケア＆ Make up への利用では優れた保
湿剤で、長時間保護効果と柔らかい膜形成能を持ちます。共乳化剤、 エコサート ＆
顔料の湿潤剤としても利用できます。ヘアケアへの利用では髪のボ COSMOS
リューム、髪の弾力やツヤを向上させます。

ナチュラテック ウルトラ オー ア
クティブ
Natura-Tec Ultra O
Active

オリーブ油不けん化物

老化の重要なサインになる「life factors」における特殊な保護活性を
エコサート ＆
輸送するための天然技術と生物学的効率の融合。抗糖化作用を持った
COSMOS
ラジカルスカベンジャーです。

ナチュラテック マリンブルーバイタル C
Natura-Tec Marine Bluevital C

トリ（カプリル酸 / カプリン酸） 微細藻類技術に基づく油溶性の強力な抗シワ活性原料で、肌の構造タ
エコサート ＆
グリセリル、シリンドロテカフ ンパクの産生を強力に刺激します。たった 24 時間でコラーゲン合成
COSMOS
シホルミスエキス
が著しく上昇します。（推奨配合量：0.5-2.0％）

ナチュラテック クリスタルクリーム
Natura-Tec Crystal CreamTM

ポリステアリン酸スクロース、
セテアリルアルコール、オリー
ブ油不けん化物

ナチュラテック マリンオーシャン
ミスト CL
Natura-Tec
Marine OceanMist CL

トリ（カプリル酸 / カプリン酸） Phytocholesterol が細胞外ラメラマトリクスを再構築することによ
グリセリル、Nannochloropsis
りバリア機能を修復、向上させます。敏感肌やアトピー肌に最適です。 COSMOS
Oceanica Extract ( 申請中 )
、Phytocholesterol ( 申請中 ) COSMOS 認証。

ナチュラテック シーリニュウ
Natura-Tec SeaRenew

ポウテリアサポタ種子油、
Nannochloropsis
Oceanica Extract ( 申請中 )

Sapote Oil と微細藻類を組み合わせることによって毛髪を強化し、
COSMOS
育毛効果も期待できます。COSMOS 認証。

ナチュラル BBB
Natural BBB - Beauty Balm Base

水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、水添ヒマシ油、シア脂、
トコフェロール

融点 : 68 - 78°C
差様々な用途に
応用可能な非常に軽い機能性基剤です。素早く簡単に滑らかでマット、 COSMOS
かつ脂っぽくない無水処方を開発するのに役立ちます。

ナチュラル LIP
Natural LIP – Lip Intense Pastilles

ポウテリアサポタ種子脂、シア
融点 : 65 – 75°C Vegan lip care 用のペレット状の基剤です。長続き、
脂、モクロウ、カルナウバロウ、
COSMOS
マット、高い安定性をもったスティック処方の開発が可能です。
トコフェロール

ナチュラテック VCA ワックス
Natura-Tec VCA Wax - Vegetable
Candelilla Alternative

パルミチン酸セチル、シロヤマ
モモ果実ロウ、カルナウバロウ

融
点
:
7
0
–
8
0
°
C
.
キャンデリラロウの 100% 植物由来代替品です。Oil binding 能、ク
COSMOS
ラッキング、処方のツヤ等キャンデリラロウと同等の性能を持ち合わ
せています。COSMOS 認証。

ナチュラテック ベジ
タブル ビーズワックス
Natura-Tec Vagetable Beeswax

ステアリン酸ステアリル、ウル
シ果皮ロウ、カルナウバロウ

100% 植物由来のビーズワックス代替品です。 動物性ビーズワックス
COSMOS
と同等の作用を示します。 COSMOS 認証。

マルーラオイル
Marula Oil

スクレロカリアビレア種子油

マルーラの果実をコールドプレスした油です。浸透性が高く , 酸化安
COSMOS
定性はオリーブオイルの 10 倍高いとされる油です。

O/W 乳化剤。高い皮膚親和性を持ち、液晶構造を形成します。エマ
エコサート
ルションに軽い感触を提供します。HLB = 9±1
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製品名

有効成分（表示名）

概要

オーガニックタイ
ガーナッツオイル
Organic Tigernuts Oil

サイペラスエスクレンタス根油

Comité de Agricultura
スーパーフードであるタイガーナッツをコールドプレスした油です。 Ecológica de la
低酸性ビタミン E（α - トコフェロール）やオレイン酸、γ - トコフェ Comunidad Valenciana
ロールが豊富な抗酸化性の優れた油です。
（CAECV: 食品のオーガ
ニック認証）

中文名称

カハイオイル
KAHAI Oil

カリオデンドロンオリノセンセ種子油

アマゾンの Cacay（カカイ）ナッツをコールドプレスしたバージン
オイルで、Anti-Aging Dry Oil として知られています。ビタミン E（α
エコサート
- トコフェロール）やビタミン F、レチノールが豊富なエコサート＆
COSMOS 認証の油です。

ジンクリアー XP
ZinClear XP

酸化亜鉛

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロー
ルし、透明度を高めた天然の酸化亜鉛。単独で SPF 50+/PA++++ も エコサート
再現可能。（推奨配合量：7.5-25％ ）

ジンクリアー IM 50CCT
ZinClear IM 50CCT

酸化亜鉛、トリ（カプリル酸 / カプリ
ン酸）グリセリル、イソステアリン酸
グリセリル、ポリヒドロキシステアリ
ン酸

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロー
ルし、透明度を高めた天然の酸化亜鉛をトリ（カプリル酸 / カプリ
エコサート
ン酸）グリセリル中に 50% で分散させたもの。単独で SPF 50+/
PA++++ も再現可能。
（推奨配合量：15-50％ ）

ジンクリアー IM 50JJ
ZinClear IM 50JJ

酸化亜鉛、ホホバ種子油、イソステア
リン酸グリセリル、ポリヒドロキシス
テアリン酸

独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロー
ルし、透明度を高めた天然の酸化亜鉛をホホバ種子油中に 50% で分
エコサート
散させたもの。単独で SPF 50+/PA++++ も再現可能。
（推奨配合量：
15-50％ ）

ジンクリアー
XP 65COCO
ZinClear XP 65COCO

酸化亜鉛、（カプリル酸 / カプリン酸） 独自技術で凝集体サイズ（ミクロンサイズ）と内部構造をコントロー
ヤシアルキル、ポリリシノレイン酸ポ ルし、透明度を高めた天然の酸化亜鉛を 65% で分散させたもの。単 エコサート
リグリセリル -3、イソステアリン酸
独で SPF 50+/PA++++ も再現可能。
（推奨配合量：13-46％ ）

コスグリーン
CosGREEN™

イライト（75% ± 10）
、カオリン（19% CosGREEN™ は精製度が高く、石英フリー。細胞再生、アンチエイ
COSMOS
± 5）、モンモリロナイト（6% ± 5）
ジング、創傷治癒効果が期待できる（in vitro データあり）。

コスカオ
CosKAO™

カオリン（100%）

ピュアなホワイトクレイ。CosKAO™ は敏感肌や乾燥肌にお勧め。

コスピンク
CosPINK™

モンモリロナイト（70% ± 5）
、イライ
ト（24% ± 3）
、カオリン（6% ± 2）

CosPINK™ は 全 て の 肌 タ イ プ に 適 し て い る。CosWHITE™ と
COSMOS
CosRED™ の混合品。

コスブルー
CosBLUE™

モンモリロナイト（55% ± 3）
、イライ
ト（45% ± 3）

青みがかった緑色の処方を検討する際に CosBLUE™ の使用を推奨。 COSMOS

コスホワイト
CosWHITE™

モンモリロナイト（100%）

CosWHITE™ はモンモリロナイト。非常に強力な吸収能を持つ。

コスレッド
CosRED™

イライト（75% ± 5）
、カオリン（25%
± 3）

CosRED™ は酸化鉄とセレニウムが豊富。残留脂肪分の代謝を促進
させる。セルライト向き。アジア系の肌への利用に適する。ボディ COSMOS
ケア用。

コスイエロー
CosYELLOW™

イライト（75% ± 5）
、カオリン（25%
± 3）

CosYELLOW™ は鉄と銅が豊富で、疲れをとるのに最適。メラニン
の多いアジア系の肌の過剰な皮脂の吸収も可能。髪のパックにも適 COSMOS
している。

コスヌード
CosNUDE™

イライト（85% ± 5）
、カオリン（15%
± 3）

CosNUDE™ は白人の肌や無色のスキンケア処方に最適。

コスキャラメル
CosCARAMEL™

イライト（60% ± 5）
、カオリン（25%
± 3）、モンモリロナイト（15% ± 3）

CosCARAMEL™ はマットなスキンケア処方やメイクアップ処方に
COSMOS
最適。

シルタリス
SIRTALIS

グリセリン、水、バチルス発酵物

レユニオン島の海の深さ 3,400m から採取した Bacillus sp. を発酵
させて得た発酵物。ミトコンドリアの ATP 産生や SIRT3 の刺激に
よる長期的抗シワ効果と、微生物がもつ菌外多糖により 30 分以内
COSMOS
でのリフトアップ効果（V-shape）が期待出通常のポリマーによる
リフトアップと異なり突っ張った感じのない感触にも優れたリフト
アップ原料です。

シーダーミウム
Seadermium

グリセリン、水、バチルス発酵物

レユニオン島の海の深さ 3m から採取した Bacillus sp. を発酵させ
て得た発酵物。基底膜構成成分であるコラーゲン IV、VI、ラミニン COSMOS
を強化することで肌をふっくら滑らかにさせ、シワを改善します。

ポウセイル
PAUSEILE

グリセリン、水、バチルス発酵物

モーリシャス島由来のバチルス発酵物。フィラグリンやケラチン等
の角化膜構成成分の発現向上。セラミド産生やヒアルロン酸保護効
液体
果もあり、肌バリア機能の向上と肌水分保持で肌を 7 日間で明るく
する。
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COSMOS

COSMOS

COSMOS

天然のシリコンやラノリン代替品
天然由来のワセリン代替
製品名

認証

全成分（表示名称）

概要

Natural Vaselin Type A

エコサート ＆ COSMOS

ヒマシ油、水添ヒマシ油、カルナウバ
ロウ

天然半透明のワセリン代替品です。強力な保湿剤で耐水性を持ち、
マットな外観となっています。Make up、スキンケア、ヘアケアと
幅広く応用可能です。

Natural Vaselin Type B

エコサート ＆ COSMOS

ヒマシ油、水添ヒマシ油、カルナウバ
ロウ、ミツロウ

光沢、ツヤ感を出す効果や糸引き効果を持った天然半透明のワセリ
ン代替品です。リップスティック、Make up、ヘアケアへ応用可能
です。

野菜油、ミツロウ

天然半透明のワセリン代替物です。

Natura-Tec Vegetable
Vaselin

天然由来のシリコン代替
製品名

認証

全成分（表示名称）

概要

Natura-Tec Plantsil TM

エコサート ＆ COSMOS

水添オリーブ油エチルヘキシル、水添
オリーブ油不けん化物

独特なソフトな感覚を残す粉末状の仕上がりとなっています。シル
キーな感触が長時間続き、肌の上をサテンのようにツルツルとさせ
る効果を生み出します。シリコンの優れた代替物となります。

天然由来のラノリン代替
製品名

認証

全成分（表示名称）

概要

エコサート ＆ COSMOS

シア脂、ロジン酸グリセリル、オリー
ブ油不けん化物

天然の半固形ラノリン代替物で、同等の外観と作用を持ち合わせて
います。水分吸収、水和、乳化システムの安定化、保護作用があり
ます。リップ系への利用に適しています。

Natura-Tec Plantsoft TM
Oil

エコサート ＆ COSMOS

ヒマシ油、オレイン酸グリセリル、ロ
ジン酸グリセリル、オリーブ油不けん
化物

天然の粘稠液ラノリンオイル代替物で、同等の展延性、ツヤ、粘着
性を持ち合わせて保湿作用も期待できます。肌、髪、爪に贅沢な感
触を提供します。

Natura-Tec Plantsoft TM
Wax

エコサート ＆ COSMOS

ロジン酸グリセリル、ヒマシ油、水添
オリーブ油

天然のラノリンワックス代替物です。ヘアワックスやリップ製品、
マスカラに最適です。

Natura-Tec Plantsoft
L

TM
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植物オイル
または油溶性原料

製品名

有効成分（表示名）

概要

ナノカカオ オー
NanoCacao O

カカオエキス、トリ（カプリル酸
／カプリン酸）グリセリル、トコ
フェロール

カカオ由来のリラクゼーション成分です。不快感を減少させるとともに、幸福感を増大
有
させる事ができます。（推奨配合量：3.0-5.0％、防腐剤フリー）

シロガラシ芽エキス、安息香酸
Na、水

セイヨウカラシナ芽から抽出したエキスが皮膚の微小循環を促進し、唇に即効性のある
潤い感とボリュームアップをもたらします。エコサート認証原料です。（推奨配合量： 有
2.0-5.0％）

リッパーフェクション
LiPerfection O

オー

中文名称

ハッピーベル オー
Happybelle O

水、セイヨウニンジンボク果実エ
キス、グリセリン、エタノール、
植物由来エンドルフィンを配合した原料で、肌の若返りと保湿効果があり、みずみずし
レシチン、野菜油、トコフェロール、
有
（推奨配合量：1.0-2.0％）
シクロデキストリン、テトラヘキ く輝く肌へ導きます。
シルデカン酸アスコルビル

アルプローズ
AlpRose O

ロドデンドロンフェルギネウムエ
キス、水、グリセリン

オー

スイスアルプスの高山植物「アルペンローゼ」の葉より抽出した水溶性のエキスです。
抗酸化、抗ウィルス効果により健やかな肌を作ります。（推奨配合量：1.0-3.0%、防腐 有
剤フリー）

シェイプパーフェクション
ShapePerfection

シロガラシ芽エキス、カプサイシ セイヨウカラシナの新芽から抽出した油溶性エキスで、カプサイシンを含有します。
ン、トリ（カプリル酸 / カプリン酸） ミトコンドリアを増やして白色脂肪細胞を褐色様脂肪細胞へ変化させ、エネルギーを熱 無
グリセリル
へ変換させることで抗セルライト効果が期待できます。（推奨配合量：1.0-2.0％）

ルートバイオテック HO
RootBioTec HO

メボウキ毛状根培養エキス、ヒマ
ワリ種子油、ヤシ油

ビタミンＦオイルソルブル
Vitamin F oil-soluble

リノレン酸、オレイン酸、リノー 皮脂の合成に必要不可欠なビタミン F として知られる必須不飽和脂肪酸の脂溶性複合
ル酸、パルミチン酸、ステアリン酸、 体です。
（推奨配合量：0.5-2.5％、防腐剤フリー ※水溶性 ver.、グリセリンエステル 有
BHT
ver. もあります）

ビタミン コンセントレイト
オイルソルブル
Vitamin Concentrate
oilsoluble

ミベール社の新技術 ｢Root BioTec｣ を用いて生産したバジル毛状根から抽出した油溶
性のエキスです。5 α リダクターゼを阻害かつ真皮乳頭細胞を刺激することによって脱
無
毛を減少させる手助けをします。水溶性タイプの HW もあります。（推奨配合量：1.03.0％）

ミリスチン酸イソプロピル、リノー
ル酸、パルミチン酸レチノール、
ビタミン A 誘導体、ビタミン E 誘導体を含んだ油溶性のマルチビタミン配合剤です。（推
ヒマワリ種子油、酢酸トコフェロー
有
ル、オレイン酸、パルミチン酸、 奨配合量：1-3%、防腐剤フリー）
リノレン酸、ステアリン酸、BHT

水添ポリデセン、デュナリエラサ
リナエキス

緑藻類の一種であるデュナリエラサリナの油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、
UV 吸収作用、保護効果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤
としての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体を含みます。SPF も向上させ
有
ます。抗セルライト、抗妊娠線の効果も確認出来ています。（推奨配合量：3.0-5.0%、
※高濃度 ver、スクワラン ver、ホホバ油 + スクワランの ver. もあります。高濃度 ver
とスクワラン ver の推奨配合量は 0.1-2.0%）

IBR-TCLC in Squalane
IBR-TCLC in スクワラン

スクワラン、トマト果実エキス

トマト果実由来の油溶性のエキスです。独自の抗酸化、抗炎症、UV 吸収作用、保護効
果を兼ねた美白作用、他の active 成分のブースター、酸化防止剤としての作用をもつ熱
に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPF も向上させます。抗セルライト、抗妊娠 有
線の効果も確認出来ています。（推奨配合量：0.1-2.0%、※水添ポリデセン ver、ホホバ
油 + スクワランの ver. もあります。）

ナチュラテック アビソフト
Natura-Tec Abysoft

クランベアビシニカ種子油フィト
ステロールエステルズ

多機能 Active 原料。スキンケア＆ Make up への利用では優れた保湿剤で、長時間保護
効果と柔らかい膜形成能を持ちます。共乳化剤、顔料の湿潤剤としても利用できます。
無
ヘアケアへの利用ではくし通りを良くし、髪のボリューム、髪の弾力やツヤを向上させ
ます。さらに髪を熱、UV、海水から守り、カラーの退色防止効果も期待出来ます。

ナチュラテック マリ
ンブルーバイタル C
Natura-Tec Marine
Bluevital C

トリ（カプリル酸 / カプリン酸）
グリセリル、シリンドロテカフシ
ホルミスエキス

微細藻類技術に基づく油溶性の強力な抗シワ活性原料で、肌の構造タンパクの産生を強
力に刺激します。たった 24 時間でコラーゲン合成が著しく上昇します。（推奨配合量： 無
0.5-2.0％）

IBR-CLC
IBR-CLC

オーガニックタイガーナッツオ
イル
Organic Tigernuts サイペラスエスクレンタス根油
Oil

スーパーフードであるタイガーナッツをコールドプレスした油です。低酸性ビタミン E
（α - トコフェロール）やオレイン酸、γ - トコフェロールが豊富な抗酸化性の優れた油 有
です。

カハイオイル
KAHAI Oil

カリオデンドロンオリノセンセ種
子油

アマゾンの Cacay（カカイ）ナッツをコールドプレスしたバージンオイルで、AntiAging Dry Oil として知られています。ビタミン E（α - トコフェロール）やビタミン F、 無
レチノールが豊富なエコサート＆ COSMOS 認証の油です。

カラハリメロンシードオイル
Kalahari Melon Seed Oil

スイカ種子油

スイカの祖先である南アフリカのカラハリメロンをコールドプレスした油です。ビタミ
ン E（α , γ - トコフェロール）とリノール酸が豊富な浸透性の高い油です。トコフェロー 有
ル量はオリーブやアルガンの 3-4 倍とも言われています。
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スクレロカリアビレア種子油

マルーラの果実をコールドプレスした油です。浸透性が高く , 酸化安定性はオリーブオ
有
イルの 10 倍高いとされる油です。

ギョリュウバイ枝 / 葉油

ニュージーランドに昔から生息しているフトモモ科の木から採れる精油。ニュージーラ
ンドのティートゥリーとも呼ばれ、効果はティートリーの 20-30 倍の抗菌活性作用があ
ると言われています。強い鎮痛作用は、筋肉痛や腰痛、関節痛に効果的。呼吸を楽にし、 有
ストレスや傷み、筋肉の緊張などを軽減させます。高い抗菌作用と殺菌作用から様々な
皮膚のトラブルに大きな効果があるとされます。

CBD オイル
CBD oil

アサ種子油、アサ種子エキス

アサ（Hemp）の種子から CO2 抽出した高濃度の CBD を含有する Hemp resin をア
サ種子油で溶解したもの。THC: <0.05%。CBD だけでなく、他のカンナビノイドやテ
ルペン、フラボノイドも含有。痛みの緩和や抗炎症、自己免疫への作用、抗老化作用、 有
抗菌作用等幅広い効果が期待できます。CBD エキス結晶単品（THC 0.0%）や、水溶性
CBD（液体）、水溶性 CBD 粉末もございます。

Natura-Tec Abyssinian Oil
- Refined

クランベアビシニカ種子油

独特な分子構造を持つ長鎖脂肪酸。酸化への高い耐性、非常に軽く、油っぽさのない後
有
感をもちます。

Natura-Tec Apricot Oil Refined

アンズ核油

細胞膜構造を強化（オメガ 6）。老化した肌に積極的に働きかける。肌の輝きを復活させ
有
ます。

Natura-Tec Argan Oil Refined

アルガニアスピノサ核油

抗老化活性、ハリの減少からの保護。活性分子：オメガ 9 と 6。抗酸化。

無

Natura-Tec Avocado Oil Refined

アボカド油

UV ダメージや老化から保護します。肌のバリア機能を強化します。

有

Natura-Tec Babassu Oil Organic

ババス油

融点：20-30℃。環境による攻撃から肌を守る薄い保護膜を提供します。ジメチコンの
天然の代替物です。油っぽさのない後感を持ち、最終製品に伸展性を提供します。精製 有
タイプ（Refined）もございます。

Natura-Tec Blackcurrant Oil Refined

クロフサスグリ種子油

乾燥、失活、ダメージ、老化した肌の修復作用を持ちます。（オメガ 3 と 6）

有

Natura-Tec Borage Oil Refined

ルリジサ種子油

オメガ 6（GLA) が非常に豊富で細胞内保湿バリアの再生に重要な役割を担います。

有

Natura-Tec Camelina Oil Refined

アマナズナ種子油

再生作用でダメージを受けた組織を再構築します。オメガ 3 と 6 の組成のバランスをと
無
ります。

Natura-Tec Camellia Oil Refined

ユチャ種子油

肌と髪の両方に栄養を与え、保湿剤としても作用します。

有

Natura-Tec Castor Oil Refined

ヒマシ油

Make up への応用に最適で、顔料湿潤作用に優れています。

有

Natura-Tec Cherry Oil Refined

セイヨウミザクラ種子油

オメガ 9 と 6 が豊富でスージング効果があります。

有

Natura-Tec Cocoa Oil Refined

カカオエキス

オメガ 9 が豊富で肌の滑らかさと柔らかさを向上させます。

有

Natura-Tec Coconut Oil Refined

ヤシ油

柔らかい固体で肌への接触で融解します。安定性が高く、滑らかさを持った薄い保護膜
有
を作ります。

Natura-Tec Corn Oil Refined

トウモロコシ胚芽油

Natura-Tec Cottonseed Oil
- Refined

シロバナワタ種子油

リノール酸やオメガ 6 を含有。肌を健康な状態に保ちます。

有

Natura-Tec Evening
Primrose Oil - Refined

月見草油

オメガ 6 が豊富で水分喪失の制御とダメージ等から肌を守るのに効果的です。

有

Natura-Tec Grape Seed Oil
- Refined

ブドウ種子油

ダメージやストレスを受けた組織へ利用します。再生、再構築作用があり肌の水分を向
有
上させます。

Natura-Tec Hazelnut Oil Refined

ヘーゼルナッツ種子油

処方へ非常に軽い感触を提供します。

Natura-Tec Jojoba Oil Golden

ホホバ種子油

他の植物油と異なり、ホホバ油は化学的にヒトの皮脂に非常に似ています。非常に優れ
有
た保湿性を示します。

Natura-Tec Jojoba Oil Refined

ホホバ種子油

他の植物油と異なり、ホホバ油は化学的にヒトの皮脂に非常に似ています。非常に優れ
無
た保湿性を示します。

Natura-Tec Kukui Nut Oil Refined

ククイナッツ油

必須脂肪酸オメガ 6 と 3 を非常に豊富に含み、乾燥肌やダメージを受けた肌を回復させ
有
ます。サンケア製品に最適です。

マルーラオイル
Marula Oil
マヌカオイル M β TK 5+
Manuka Oil M β TK 5+

中文名称

無

有

Natura-Tec Lime Seed Oil ライム種子油
Refined

オメガ 3、6、9 を 1: 3: 2 の比率で含んでおり、肌を保湿、再構築、保護します。

Natura-Tec Macadamia Oil
- Refined

マカデミアナッツ油

オメガ 7 とオメガ 9 という独特な組成を持ち、肌に即効で浸透し、軽くてドライな肌感
有
を提供します。

Natura-Tec Mango Oil Refined

マンゴー種子油

温度に応じてオイリーから柔らかい固体まで状態が変化します。肌を柔らかくする効果
有
やスージング効果、保湿効果を持ちます。

Natura-Tec Olive Oil Refined

オリーブ果実油

肌に非常によく似た脂肪酸構成を持つため、肌への親和性が高い。優れた保湿作用を持
有
つ。
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Natura-Tec Olive Oil Organic

オリーブ果実油

肌に非常によく似た脂肪酸構成を持つため、肌への親和性が高い。優れた保湿作用を持
無
つ。

中文名称

Natura-Tec Orange Seed
Oil - Refined

オレンジ種子油

保湿、再構成、肌の保護

有

Natura-Tec Palm Oil Refined

パーム油

液体から柔らかい固体の分画されたパーム油です。

有

Natura-Tec Peach Oil Refined

モモ核油

オメガ 9 と 6 が豊富でスージング効果があります。6 を豊富に含有するため栄養供給、
有
保湿、再生作用を持つ。

Natura-Tec Rapeseed Oil Refined

アブラナ種子油

オメガ 3 が豊富であり、ダメージを受けた肌を修復します。

有

Natura-Tec Rice Bran Oil Refined

コメヌカ油

皮膚バリアを再生し、肌を滑らかにする手助けをします。

有

Natura-Tec Sapote Oil Refined

ポウテリアサポタ種子油

アルガンと同じファミリーであり、肌耐性を向上させて、創傷治癒、消毒作用を持ち、
無
UV からの保護効果も期待出来ます。発毛刺激や毛髪のケアにも応用可能です。

Natura-Tec Satin Oil Refined

サフラワー油、クランベアビシニ
カ種子油

100% コールドプレス植物コンビネーションにより非常に軽い滑らかさと脂っぽさのな
有
い感触を提供します。

Natura-Tec Safflower Oil Refined

サフラワー油

主にオメガ 6 から構成され、通常の乾燥肌から極度の乾燥肌までの処置に適しています。 有

Natura-Tec Sesame Oil Refined

ゴマ油

ポリ不飽和脂肪酸と抗酸化物が豊富で保護効果を持ちます。

有

Natura-Tec Soybean Oil Refined

ダイズ油

肌へ再生、再構築、保湿効果を提供します。

有

Natura-Tec Sunflower Oil High Oleic

ヒマワリ種子油

肌へリッチな膜を形成し、表皮への栄養供給や際保湿を手助けします。

有

Natura-Tec Sweet Almond Oil
- Refined

アーモンド油

保湿、栄養供給、スージング効果を持ちます。

有

Natura-Tec Veg Mink Oil Refined

マカデミアナッツ油、シロバナワ
タ種子油、スクワラン

動物のミンク油の贅沢な肌感を再現します。乾燥やハリの喪失を防ぎます。

有

Natura-Tec Walnut Oil Refined

ペルシアグルミ種子油

オメガ 3 が豊富であり、肌の健康に寄与します。

有
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メイク用

Non-GMO

生分解性グリッター

[Bio-Glitter]

Bio-Glitter PURE
・100% Plastic free：全ての Rinse-of f 製品へ使用可能
（全世界の microbeads 既製に対応）
・100% アンチモン free
・100% アルミニウム free：リップ製品へ使用可能（全世界対応）
・生分解性
・ポリエステルのグリッターよりもソフト
・ユーカリ由来のレーヨン使用
※製品ラインナップはお問い合わせください
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