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

コンフリー根細胞エキス
（申請中） リポソーム522

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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、
皮膚を滑らかにする作用があります。（推奨配合量：0.4-1.0%）

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 リポソーム510

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。表皮幹細胞に栄養を与えて、表皮の再生能力を助けるアンチ
エイジング効果があります。（推奨配合量：2.0－5.0％　※粉末ver.もあります）

フィトセルテック® アルガン
PhytoCellTec Argan

アルガニアスピノサ
芽細胞エキス リポソーム528

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、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％）

フィトセルテック® ソーラー ビティス
PhytoCellTec Solar Vitis ブドウ果実細胞エキス リポソーム542

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：0.4－1.0％）

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

ロドデンドロンフェルギネウム
葉培養細胞エキス リポソーム533

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
外部ストレスから細胞を守ります。（推奨配合量：0.4-1.0％）

Skin Care　スキンケア

アンチエイジング（幹細胞）

ダームコム
DermCom

クロクスクリサンツス
根エキス 粉末836

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。<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）

アンチエイジング

リポベル ソーヤグリコン
Lipobelle Soyaglycone ダイズイソフラボン リポソーム106

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
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）

アメリオックス
Ameliox

カルノシン、オオアザミ
果実エキス、トコフェロール リポソーム840

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%、防腐剤フリー　※エタノールフリーver.もあります）

サンフラワー シュート アクティブ
Sunflower Shoot Active ヒマワリ芽エキス エキス872

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％）

ルートバイオテック バジリカム
RootBioTec Basilicum

ミルク プロテイン 2 % 
MILK PROTEIN 2% 

メボウキ毛状根培養
エキス エキス610

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
出したエキスです。SPFの効果をサポートして、紫外線からの肌のダメージ
を減らす効果や線維芽細胞の遺伝子発現を調節して細胞外マトリックスの
産生を正常化する抗老化効果があります。（推奨配合量：1.0-3.0%)

コラゲイン
Colla-Gain

ザクロ花エキス、
アスコルビルリン酸Na 粉末400941.00.2

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：0.3-2.0％、防腐剤フリー）

コラーゲン スティミュレーション
ファクター MAP
Collagen Stimulation
Factor MAP

リン酸アスコルビルMg リポソーム160905.00.2
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
再生を促進します。（推奨配合量：2.0%、防腐剤フリー）

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 エキス400864.100.2

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％）

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、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

オイル170600.00.2 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）

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、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

オイル400364.00.2
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）

加水分解カゼイン 水溶液1306
高い保湿効果を持ち、コンディショニング剤に適しています。
（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

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 水溶液9033

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。（推奨配合量：15%以下、防腐剤フリー）

ビタデックスH
VITADEX H レチノール 水溶液25026

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。
（推奨配合量：2-10％、防腐剤フリー）
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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 リポソーム

リポソーム

リポソーム

リポソーム

リポソーム

8220

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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）

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
VITAMIN A ACETATE and VITAMIN E
LIPOSYSTEM COMPLEX

酢酸レチノール、
トコフェロール

8235 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
含有するリポソームです。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

レチノール & レチニル パルミテート 
リポシステム コンプレックス
RETINOL & RETINYL PALMITATE 
LIPOSYSTEM COMPLEX

パルミチン酸レチノール、
レチノール8236 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）

L-グルタチオン リデュースト 
リポシステム コンプレックス 13% 
L-GLUTATIONE REDUCED 13%  
LIPOSYSTEM COMPLEX

グルタチオン8556 抗酸化作用、アンチエイジング作用をもつ化粧品原料です。
（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

Skin Care　スキンケア

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25006 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。（推奨配合量：0.3-1.0％、防腐剤フリー）

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 シクロデキストリン25001 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。（推奨配合量：3-6％以上、防腐剤フリー）

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9140 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）

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、
トコフェロール、
アスコルビン酸

シクロデキストリン9146
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％、防腐剤フリー※マルトデキストリンver.もあります）

スルフォラホワイト
SulforaWhite

コショウソウ芽エキス、
レシチン

リポソーム867
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、
ダイズイソフラボン

リポソーム879
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
る色素沈着を目立たなくする効果があります。（推奨配合量：2.0-6.0%）

ナノホワイト
NanoWhite

アルブチン、リノール酸、
リノレン酸、グルタチオン

リポソーム112
天然の美白成分をリポソーム化したナノ原料です。経皮吸収性の高
い天然レシチンを使用したリポソームが有効成分を肌の奥まで届け
ます。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

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

リポソーム400817.00.2
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）

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 リポソーム161005.00.2
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）

ビタミン C 10% 
リポシステム コンプレックス
VITAMIN C 10% 
LIPOSYSTEM COMPLEX

アスコルビン酸 リポソーム8240 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
ARBUTIN 50% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

アルブチン シクロデキストリン9015
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.もあります）

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

アルコルビン酸 シクロデキストリン9321
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：1.0-2.0%、防腐剤フリー
※10% ver.もあります）

ビタミン C ホスフェート 20%
シクロシステム コンプレックス
VITAMIN C PHOSPHATE 20% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

アスコルビルリン酸Ｎａ シクロデキストリン9328 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。
（推奨配合量：2.0-4.0%、防腐剤フリー）

アンチエイジング

ホワイトニング（美白）
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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

エキス860

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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）

ナノカカオ
NanoCacao カカオエキス、レシチン ナノエマルション185

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%）

リポベルグレイシャー
Lipobelle Glacier 水、レシチン リポソーム118

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%、防腐剤フリー）

ポリフルクトール
Poly-Fructol イヌリン リポソーム750

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す。（推奨配合量：0.1-5.0%）

トライモイスト
Trimoist 

カルボキシメチル
-β-グルカンNa、
カルノシン、レシチン

ラメラクリーム320
24時間肌を潤し続ける保湿成分（ＣＭグルカン、カルノシン、レシ
チン）のミックスクリームです。（推奨配合量：1.0-5.0%、※防腐剤フ
リーver.もあります）

Skin Care　スキンケア

保湿-スージング

フェミティム
Femitim

セイヨウニンジンボク
果実エキス

エキス853
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）

アカシア コラーゲン BG(PF)
Acacia Collagen BG (PF) アカシアセヤルガムエキス エキス401012.100.2

アンチイリタントコンプレックス１
Anti-irritant Complex1192600.00.2

GU-61スタンダード
ハーバソルコンプレックス
GU-61 Standard 
Herbasol Complex

150201.06.2

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％)

カミツレ花エキス、
グリチルレチン酸、
パンテノール、ビサボロール

エキス
カモミールエキスと精油成分であるビサボロール、甘草から抽出し
たグリチルレチン酸、パンテノールのコンプレックスです。敏感肌、荒
れた肌に適しています。（推奨配合量：3.0-5.0％、防腐剤フリー）

グリチルレチン酸、
ウスニアバルバタエキス エキス

甘草とアルプスの地衣類由来の活性成分のコンビネーションです。
特に傷つきやすく問題のある思春期肌に適しています。抗ニキビ作
用があります。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

フィトダームコンプレックスG
Phytoderm Complex G150600.00.2 カンゾウ根エキス エキス甘草の根から抽出、精製した成分を配合しています。抗炎症作用、抗

刺激作用があります。（推奨配合量：1.0-5.0%、防腐剤フリー）

ヨーグルトプロテインCOS GBU
Yoghurt Protein COS GBU400435.00.2 ヨーグルト 粉末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。（推奨配合量：1.0-5.0%、防腐剤フリー）

ラクトプロ
Lacto Pro (Milk Proteins)141100.00.2 スキムミルク 粉末スイス産ミルクから得られたタンパクを濃縮し、粉末にしたもので

す。（推奨配合量：1.0-5.0%、防腐剤フリー）

エスエーエルコンプレックス
SAL Complex (Milk Lipids)141400.00.2 乳脂肪、牛乳、乳タンパク 粉末

ビタミンや微量元素、脂質を含むスイス産のミルクを使用した、皮脂
類似製品です。皮脂を補給するため、毎日のスキンケアに適していま
す。（推奨配合量：2.0-10.0%、防腐剤フリー）

ハニーエキスCOS(PF)
Honey Extract COS(PF)218315.101.2 ハチミツ エキス

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）

プロポリスエキスＮ
Propolis Extract N400821.00.2 プロポリスエキス エキス

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）

スイスフラワーハニーエキスPG(PF)
Swiss Flower Honey Extract PG PF400507.101.2 ハチミツエキス エキス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

のあるハチミツ製品です。（推奨配合量：2.0-10.0%）

コスメパールＮ 
Cosmepearl N400842.00.2 パール 粉末

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）

シルクエキスCOS(PF)
Silk Extract COS PF151480.100.2 加水分解シルク エキス

高い保湿作用を持つ、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。皮膚、髪へのタンパク質補給に適しています。（推奨配合量：
1.0-5.0％　※エタノールver.もあります）

ビタミンＦオイルソルブル
Vitamin F oil-soluble170101.00.2

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

オイル
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.、グリセリンエステルver.もあります）

- 5

製 品 名製品コード



アボカドオイルＣＯＳ
Avocado Oil COS アボカド油 オイル171220.00.2

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

アボカドの果肉から得られた油で、肌の老化を改善する製品に適し
ています。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

カロトリーノ
Carotolino

ニンジン根エキス、
ニンジン種子油、カロチン、
酢酸トコフェロール

オイル150404.00.2
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：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

ヒアル-ケージ システム
Hyalu-Cage System

ヒアルロン酸
クロスポリマーNa ゲル15000

3Dの網目構造をもった新しいタイプのヒアルロン酸で、超保湿、タイ
ムリリース効果、即効リペア効果があります。（推奨配合量：
2.0-10.0%、防腐剤フリー）

マリン コラーゲン PF
MARINE COLLAGEN PF 水溶性コラーゲン 水溶液1079 皮膜形成作用、保湿、皮膚の保護作用があります。（推奨配合量：

0.5-5.0%、防腐剤フリー）

ハイドロライズド エラスチン 20 % PF 
HYDROLYZED ELASTIN 20 % PF 加水分解エラスチン 水、

グリコール溶液
1370 皮膜形成と保湿効果があります。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤

フリー）

Skin Care　スキンケア

保湿-スージング

マリン エラスチン PF
MARINE ELASTIN PF 加水分解エラスチン 水溶液1381 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：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

オリゴミルク
OLIGOMILK 牛乳、加水分解コラーゲン 粉末1449

イラダーム HMF
IRADERM HMF

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

フィトダーミナ HC
PHYTODERMINA HC

ハイドロライズド プラント プロテイン
HYDROLYSED PLANT PROTEIN

イラモイストLGS
IRAMOIST LGS

リポシステム コンプレックス 
LIPOSYSTEM COMPLEX

2301

2511

保湿、修復、栄養補給作用があります。
（推奨配合量：0.5-3.0%、防腐剤フリー）

糖／アミノ酸エステル-1、
PCA-Na、
加水分解コラーゲン

水溶液高い保湿作用により、他の成分の浸透性を高める効果があります。
（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

アロエベラ葉エキス、
加水分解ダイズタンパク

水、
グリコール溶液

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。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

2772 加水分解大豆タンパク
水、
グリコール溶液

コラーゲンやプラセンタなどの動物性原料の代替品として使用でき
る、皮膜形成作用、保湿、皮膚活性化作用を持つ製品です。（推奨配
合量：0.5-10%、防腐剤フリー）

2790 加水分解野菜タンパク 粉末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）

11001 乳酸Na、PCA-Na グリセリン溶液保湿、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）

8000 レシチン、グリセリン リポソームレシチンによる皮膚の軟化作用、保湿作用があります。（推奨配合量：
2.0-5.0%%、防腐剤フリー）

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
18-β-GLYCYRRHETIC ACID 5% 
LIPOSYTEM COMPLEX

パイナップル 5% 
リポシステム コンプレックス
PINEAPPLE 5% 
LIPOSYSTEM COMPLEX

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

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

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

8040 グリチルレチン酸 リポソーム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。（推奨配合
量：2.0-5.0％、防腐剤フリー ※30% ver.もあります）

8055 パイナップル果実エキス リポソームリフレッシュ効果、保湿効果があります。（推奨配合量：2.0-5.0%、防
腐剤フリー）

8072 ビサボロール リポソーム抗炎症作用、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）

9001 シクロデキストリン 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%、防腐剤フリー）

9030 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）

セラソーム9041
Cerasome 9041550300

水添レシチン、コレステロール、
セラミド2、セラミド3、
オレイン酸、パルミチン酸

リポソーム
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）
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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

エキス813

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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。（推奨配合量：1.0-3.0%、防腐剤フリー）

デトキソファン
Detoxophane

コショウソウ芽エキス、
レシチン

リポソーム867
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%）

ジーエスピーティー
GSP-T

ブドウ種子エキス、
トコフェロール エキス805

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）

ナノリポベル H-EQ10
Nano-Lipobelle H-EQ10 ユビキノン ナノエマルション148

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、ローションに適しています。（推奨配合量：1.0-10.0%、防腐剤フリー）

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　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。（推奨配合量：1.0-10.0％、防腐剤フリー）

ナノリポベル t-EQ10
Nano-Lipobelle t-EQ10 ユビキノン ナノエマルション147

Skin Care　スキンケア

抗酸化

ナノビット oA
NanoVit oA

ヒポファエラムノイデス油、
トコフェロール、レシチン ナノエマルション151

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。（推奨配合量：1.0-5.0％）

ナノリポベル H-AECL
Nano-Lipobelle H-AECL

ルリジサオイル、
パルミチン酸レチノール
パルミチン酸アスコルビル
酢酸トコフェロール

ナノエマルション145

ナノマックス
NanoMAX

フラボノイド コンプレックス SC（PF）
Flavonoid Complex SC PF

グリーン ティー ハーバソル エキスPG(PF)
Green Tea Herbasol Extract PG(PF)

エラジック ヒアルケージ
ELLAGIC HYALU-CAGE

ビタミン E 1% 
リポシステム コンプレックス
VITAMIN E 1% 
LIPOSYSTEM COMPLEX

コエンザイム Q10 10% 
リポシステム コンプレックス
COENZYME Q10 10% 
LIPOSYSTEM COMPLEX

163

400522.00.2

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
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。（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）

ユビキノン、トコフェロール、
テトラヘキシルデカン酸
アスコルビル

ダブルナノ
エマルション

ビタミンC誘導体、ビタミンE、CoQ10を配合し、強力な抗酸化能を
持つナノエマルションミックス製剤です。（推奨配合量：1.0-5.0％、防
腐剤フリー）

イチョウ葉エキス エキス

エキス

イチョウの葉由来成分を高濃度で含有する、多機能な化粧品原料で
す。高いUVB防止効果、フリーラジカル補足作用、細胞成長刺激作用
があります。（推奨配合量：0.1-0.5%）

220150.101.2 チャ葉エキス チャノキの葉から抽出したエキスで、UVBによる角化細胞のダメー
ジ防止に効果があります。（推奨配合量：1.0-5.0%）

15004 エラグ酸、ザクロエキス ゲル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）

8250 トコフェロール リポソーム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）

8555 ユビキノン リポソーム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）

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

α-リポイックアシッド 
シクロシステム コンプレックス
α-LIPOIC ACID 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

9150 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）

9967 チオクト酸 シクロデキストリン
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）
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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

リポソーム　　　420

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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：0.5-3.0％ ※防腐剤フリーver.、粉末ver.もあります。）

ポアアウェイ
PoreAway マスチック樹脂 リポソーム142

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。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

ハッピーベル-PE
Happybelle-PE

セイヨウニンジンボク
果実エキス、
トコフェロール

リポソーム855
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）

アストラフォース
Astra Force タイツリオウギ根エキス リポソーム864

敏感肌(荒れ性)向けのアンチエイジング成分です。抗菌効果、皮膚
細胞の活性化、余分な皮脂形成を阻止することで皮膚トラブルが起
きにくいなめらかな肌を維持します。（推奨配合量：0.5-2.0％）

高濃度のコムギフスマ成分を含有しています。植物由来プラセンタと
して使用することができます。細胞刺激作用、細胞再生作用がありま
す。（推奨配合量：1.0-5.0％）

ウィートプラセンタ COS PF
Wheat Placenta COS PF コムギフスマエキス エキス150160.100.2

Skin Care　スキンケア

肌再生

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 水溶液400995.00.2
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。（推奨配合量：1.0-10.0％、防腐剤フリー）

セル デ アルペ 
Sel des Alpes (Swiss Alpine Salt) 塩化Na 粉末400478.00.2

リポアクション ヒアルケージ
LIPO ACTION HYALU-CAGE

ビルベリー エキス 10% 
リポシステム コンプレックス
BILBERRY EXTRACT 10% 
LIPOSYSTEM COMPLEX

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

ギンコ ビロバ エキス 20% 
リポシステム コンプレックス
GINKGO BILOBA EXTRACT 20%  
LIPOSYSTEM COMPLEX

パンテノール 5% 
リポシステム コンプレックス
PANTHENOL 5% 
LIPOSYSTEM COMPLEX

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

15006

8060

太古からスイスアルプスの奥深くに堆積されてきた、ミネラル豊富な
塩です。スイスアルプス氷河のわき水で抽出されています。ピーリン
グや入浴剤に最適です。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

ヒアルロン酸
クロスポリマーNa、
カフェイン

ゲル
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）

ビルベリー果実エキス リポソーム

リポソーム

抗酸化作用、微小循環改善作用が知られているビルベリー果実エキ
ス含有製品です。（推奨配合量：2.0-4.0％、防腐剤フリー）

8130 エスシン 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。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

8140 イチョウ葉エキス リポソーム微小循環改善効果が知られているイチョウ葉エキスのリポソーム製
剤です。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

8222 パンテノール リポソーム
パンテノール含有リポソーム製剤です。タンパク質合成と細胞の
ターンオーバーを刺激します。（推奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フ
リー）

8285 カルニチン リポソーム
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）

カフェイン 50% 
シクロシステム コンプレックス
CAFFEINE 50% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

L-カルニチン 20% 
シクロシステムコンプレックス
L-CARNITINE 20% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

9020 カフェイン シクロデキストリン
細胞代謝を刺激するカフェインをシクロデキストリンに包接した製
品です。トリグリセリドの遊離脂肪酸とグリセロールへの加水分解を
促進させます。（推奨配合量：2.0-4.0％以上、防腐剤フリー）

9176 カルニチン シクロデキストリン
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）

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

9221 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）

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
SALICYLIC ACID 50% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

9291 サリチル酸 シクロデキストリン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）

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
GLYCOLIC ACID 50% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

9299B グリコール酸 シクロデキストリン
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）
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サン アクチン
Sun Actin

ヒマワリ芽エキス、
レシチン

ナノエマルション873

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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 リポソーム830 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、たるみを予防します。（推奨配合量：1.0-5.0％）

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

エキス857
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）

CMグルカン J-P
CM-Glucan J-P

カルボキシメチル-β-
グルカンNa 水溶液715

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％、※防腐剤フリーver./粉末ver.もあります）

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％）

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

エキス810

Skin Care　スキンケア

アクティブプロテクション（UVケア）

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（申請中）

粉末219362.09.2
オランダカラシ、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）

その他（皮脂調節、消臭・抗菌効果等）

ウスネオ
usNeo ウスニアバルバタエキス エキス400937.00.2

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
ム陽性菌には高い抗菌効果を示します。（推奨配合量：1.0-2.0％、防
腐剤フリー）

オーツ プロテイン COS
Oat Protein COS

カラスムギ穀粒エキス、
加水分解カラスムギタンパク エキス150158.00.2

カラスムギ穀粒エキスと加水分解カラスムギタンパクの配合製品で
す。スキンケア、ボディケア、シャンプー、ヘア・ボティーコンディショ
ナーに使用可能です。（推奨配合量：2.0-10.0％）

オリザ-ソフトCOS
Oryza-Soft COS 水添コメヌカロウ フレーク状150480.00.2 コメから得られるロウ状の成分です。皮膚の滑らかさを改善する

作用があります。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

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、
クロルヒドロキシAl

ペースト15003
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）

サーマル オリゴエレメンツ PF
THERMAL OLIGOELEMENTS PF

塩化Ｃａ、塩化鉄、
塩化マンガン、塩化Ｍｇ、
塩化第二銅、塩化亜鉛

水、
グリコール溶液

1462 様々なミネラルを含有し、栄養補給に適した製品です。（推奨配合
量：2.0-4.0％、防腐剤フリー）

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 リポソーム8290 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：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

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
AZELAIC ACID 50% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

アゼライン酸 シクロデキストリン9410
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）

ヒアルケージ システム・サンM
HYALU-CAGE SYSTEM SUN M

ヒアルロン酸クロスポリマーNa、
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

ゲル15002
日焼け防止、バリア機能を向上させる効果のある製品です。 希望のSPFに
あった濃度となるように水に溶解するだけで高性能な日焼け対策製品の構
築が可能です（推奨配合量：用途による ※10.0％=SPF16.7、防腐剤フリー）

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

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

メントール シクロデキストリン9026

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 PF
HYDROSOLUBLE DHA 50% CYCLOSYSTEM 
COMPLEX IN HP-β-CYCLODEXTRIN PF

9320

9324

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）

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）

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）

ジヒドロキシアセトン ヒドロキシプロピル
シクロデキストリン
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リッパーフェクション
LiPerfection

シロガラシ芽エキス エキス874

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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％）

Lip Care　リップケア

リップケア

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

リポソーム821

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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
しいコンセプトのスリミング原料です。（推奨配合量：1.0-5.0％）

Slimming　スリミング

スリミング

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 エキス211200.100.2 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

を阻害する作用があります。（推奨配合量：2.0-5.0％）

フクス エキス 20％ 
リポシステム コンプレックス
FUCUS EXTRACT 20 % 
LIPOSYSTEM COMPLEX

ヒバマタエキス リポソーム8370
海藻より得られるヒバマタエキスを含有する製品です。抗セルライト
作用、弾性向上作用、保湿効果があります。（推奨配合量：2.0-5.0%、
防腐剤フリー）
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アナゲイン
Ana-Gain エンドウ芽エキス エキス845

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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%)

ジーエスピーティー
GSP-T

ブドウ種子エキス、
トコフェロール エキス805

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フリーver.もあります）

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 エキス860

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。（推奨配合量：0.5-2.0％）

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 リポソーム510

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。（推奨配合量：2.0-5.0％）

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、修復するためヘアトリートメント、前後のケアに効果的で
す。（推奨配合量：0.02-0.1%、防腐剤フリー）

CMグルカン顆粒
CM-Glucan Granulate

カルボキシメチル
グルカンNa 粉末713

Hair care　ヘアケア

ヘアケア

リポベルゴールド
Lipobelle Gold コロイド性金 リポソーム102 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、華麗さを印象付けます。（推奨配合量：、防腐剤フリー）

ナノカカオ　オー
NanoCacao O カカオエキス、レシチン ナノエマルション881

リポベルグレイシャー
Lipobelle Glacier

デトキソファン
Detoxophane

ポリフルクトール
Poly-Fructol

ナノリポベル UV-A/B
Nano-Lipobelle UV-A/B

ナノリポベル DN CoQ10 oA
Nano-Lipobelle DN CoQ10 oA

118

867

リポベル ロイヤル
Lipobelle Royal114

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、幸福感を増大させる事ができます。（推奨配合量：3.0-5.0％、防
腐剤フリー）

水、レシチン リポソーム
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。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）　

コショウソウ芽エキス、
レシチン リポソーム

リポソーム

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、
環境的ストレスから頭皮を保護します。（推奨配合量：0.5-3.0％）

ロイヤルゼリー 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％）

750 イヌリン リポソーム
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す。（推奨配合量：0.1-5.0％）

207
ｔ－ブチルメトキシジベン
ゾイルメタン、
パラメトキシケイヒ酸
イソアミル

カチオニック
ナノエマルション

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。
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、有
効成分が髪の隅々まで広がります。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

159
ユビキノン、トコフェロール、
テトライソパルミチン酸
アスコルビル

ダブルナノ
エマルション

脱毛を防止します。また、酸化的ストレスやフリーラジカルから保護
することによって真皮乳頭の増加を刺激します。（推奨配合量：
1.0-5.0％）

リポベル S100/PA
Lipobelle S100/PA

アカシア コラーゲン BG(PF)
Acacia Collagen BG (PF)

231 D-パンテノール
カチオニック
リポソーム

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、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）

401012.100.2 アカシアセヤルガムエキス エキス
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％)

アンチイリタント コンプレックス１
Anti-irritant Complex1192600.00.2

カミツレ花エキス、
グリチルレチン酸、
パンテノール、ビサボロール

エキス
カモミールエキスと精油成分であるビサボロール、甘草から抽出した
グリチルレチン酸、パンテノールのコンプレックスです。敏感肌、荒れた
肌に適しています。（推奨配合量：3.0-5.0％、防腐剤フリー）

ルイボス ハーバセク MPE
Rooibos Herbasec MPE218221.09.2

アスパラサスリネアリス
葉エキス 粉末

ルイボス茶のエキスを粉末にした製品です。フリーラジカル補足作用、
抗刺激作用、抗炎症作用があります。髪の成長とコンディションを改善
します。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

グリーン ティー ハーバソル 
エキスPG(PF)
Green Tea Herbasol 
Extract PG(PF)

220150.101.2 チャ葉エキス エキスチャノキの葉から抽出したエキスで、UVBによる角化細胞のダメージ
防止に効果があります。（推奨配合量：1.0-5.0％）
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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（申請中） 粉末219362.09.2

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

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）

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 水溶液400995.00.2

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。（推奨配合量：1.0-10.0％、防腐剤
フリー）

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

ラクト プロ
Lacto Pro (Milk Proteins)

ヨーグルト 粉末400435.00.2 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。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

スキムミルク 粉末141100.00.2 スイス産ミルクから得られたタンパクを濃縮し、粉末にしたもので
す。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

ビタミンや微量元素、脂質を含むスイス産のミルクを使用した、皮脂
類似製品です。皮脂を補給するため、毎日のスキンケアに適していま
す。（推奨配合量：2.0-10.0％、防腐剤フリー）

エスエーエル コンプレックス
SAL Complex (Milk Lipids) 乳脂肪、牛乳、乳タンパク 粉末141400.00.2

Hair care　ヘアケア

ヘアケア

ハニー エキス COS(PF)
Honey Extract COS(PF) ハチミツ エキス218315.101.2

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）

プロポリス エキス N
Propolis Extract N プロポリスエキス エキス400821.00.2

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

スイス フラワー ハニー エキス PG PF
Swiss Flower Honey Extract PG PF

シルク エキス COS PF
Silk Extract COS PF

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

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

400864.100.2

400507.101.2

コスメパール Ｎ 
Cosmepearl N400842.00.2

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）

ハチミツエキス、
ローヤルゼリーエキス エキス

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％）

ハチミツエキス エキス

粉末

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
のあるハチミツ製品です。（推奨配合量：2.0-10.0%）

パール
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）

151480.100.2 加水分解シルク エキス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）

170600.00.2

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、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

オイルビタミン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。（推奨配合量：1.0-3.0％、防腐剤フリー）

400364.00.2
酢酸トコフェロール、
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

オイル
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：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

ビタミン F オイルソルブル
Vitamin F oil-soluble

ハイドロライズド シルク プロテイン
- ハイドロシルク -
HYDROLYZED SILK PROTEIN 
-HYDROSILK-

170101.00.2
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

オイル
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.、グリセリンエステルver.もあります）

1460 加水分解シルク 水、
グリコール溶液

加水分解シルクを含有した製品で、髪に潤いを与え、キューティクル
を維持します。（推奨配合量：2.0-5.0％ ※防腐剤フリーver.もありま
す）

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

ハイドロライズド プラント プロテイン
HYDROLYSED PLANT PROTEIN

2511
アロエベラ葉エキス、
加水分解ダイズタンパク

水、
グリコール溶液

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。（推奨配合量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

2790

ベンジル ニコチネート 10% 
シクロシステム コンプレックス
BENZYL NICOTINATE 10% 
CYCLOSYSTEM COMPLEX

9506

加水分解野菜タンパク 粉末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）

ニコチン酸ベンジル シクロデキストリン血管拡張作用のあるニコチン酸ベンジルを含有する製品です。（推奨
配合量：要試験、防腐剤フリー）
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アボカドオイルＷ
Avocado Oil W

ＰＥＧ－１１アボカド脂肪酸
グリセリズ（申請中） 水溶性オイル171200.00.2

有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

アボカドオイルを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、バス
製品への使用に適しています。（推奨配合量：20％以下、防腐剤フ
リー）

ホホバオイルＷ
Jojoba Oil W ホホバ種子油 水溶性オイル171350.00.2 ホホバオイルを水溶性にした製品でシャンプー、ローション、バス製

品への使用に適しています。（推奨配合量：20％以下、防腐剤フリー）

オリーブオイルＷ
Olive Oil W

オリーブ脂肪酸
ＰＥＧ－10グリセリズ 水溶性オイル171300.00.2

シアバターＷ
Shea Butter W400860.00.2

ティーツリーオイルＷ
Tea Tree Oil W400881.00.2

オリーブオイルを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、
バス製品への使用に適しています。（推奨配合量：20％以下、防腐
剤フリー）

シア脂 水溶性オイル
シアバターを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、バス
製品への使用に適しています。（推奨配合量：2.0－10.0％、防腐
剤フリー）

ティーツリーオイルを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、
バス製品への使用に適しています。（推奨配合量：2.0－10.0％、防腐
剤フリー）

ティーツリー葉油 水溶性オイル

その他

水溶性オイル

ザイモリフト
ZYMO LIFT スブチリシン 粉末　14050 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）

ザイモ アシッド
ZYMO ACID プロテアーゼ 水溶液14095 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）

ザイモ クリアーMD
ZYMO CLEAR MD リパーゼ、スブチリシン 粉末14120 殺菌効果で肌深くまで清潔にする作用があります。（推奨配合量：

2.0-4.0%、防腐剤フリー）

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 粉末14070

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）

ザイモ セル
ZYMO CELL リパーゼ 粉末14010

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、防腐剤フリー　※マルトデキストリンver.もあり
ます）

デピル エンザイム
DEPIL ENZYME スブチリシン

水、
グリコール溶液4527 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）

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 リポソーム8340 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）

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

リポソーム8350 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）

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

リポソーム8355
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）

ヒアルロニダーゼ
HYALURONIDASE ヒアルロニダーゼ 粉末　1350 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）

酵素製品
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有効成分（表示名称） 概　要 製剤的特徴

エーデルワイス（スイス）ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Edelweiss (Swiss) Herbasol Extract
Glycerine Ecoverte

エキス 400966.179.2 抗炎症、抗菌、抗酸化作用がよく知られています。
原料の100%がオーガニック。

その他

エコサート認証エキス

エーデルワイス花／
葉エキス

カレンデュラ（スイス）ハーバソルエキス
グリセリン エコヴェルト
Calendula (Swiss) Herbasol Extract
Glycerine Ecoverte

エキス 400970.179.2
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ます。
原料の93％がオーガニック。

トウキンセンカ花エキス

エルダー フラワー ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Elder Flowers Herbasol Extract 
Glycerine Ecoverte

エキス400774.179.2
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。
原料の100％がオーガニック。

セイヨウニワトコ花エキス

グリーン ティー ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Green Tea Herbasol Extract 
Glycerine Ecoverte

エキス400775.179.2
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、収れん作用もあります。
原料の100％がオーガニック。

チャ葉エキス

ヘイフラワー（スイス）ハーバソルエキス
グリセリン エコヴェルト
Hay Flowers (Swiss) Herbasol Extract 
Glycerine Ecoverte

エキス400967.179.2 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。原料の100％がオーガニック。ヘイフラワーエキス

ラベンダー ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Lavender Herbasol Extract
Glycerine Ecoverte

エキス400773.179.2 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。原料の100％がオーガニック。ラベンダー花エキス

ライム ツリー ブロッサム ハーバソル 
エキス グリセリン エコヴェルト
Lime Tree Blossom Herbasol 
Extract Glycerine Ecoverte

エキス400737.179.2 抗刺激作用、スージング作用があります。
原料の100％がオーガニック。フユボダイジュ花エキス

マロウ（スイス）ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Mallow (Swiss) Herbasol Extract 
Glycerine Ecoverte

エキス400968.179.2
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、スージング作用も期待できます。
原料の93%がオーガニック。

ゼニアオイ花エキス

マンゴー ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Mango Herbasol Extract
Glycerine Ecoverte

エキス400837.179.2 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。原料の100％がオーガニック。マンゴー果実エキス

ラズベリー ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Raspberry Herbasol Extract
Glycerine Ecoverte

エキス400739.179.2
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。収れん作用、クレンジング作
用もあります。原料の91.5%がオーガニック。

キイチゴエキス

バニラ ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
Vanilla Herbasol Extract
Glycerine Ecoverte

エキス400719.179.2 香り高いバニラのエキスです。
原料の91.4％がオーガニック。バニラ果実エキス

ホワイト ティー ハーバソル エキス
グリセリン エコヴェルト
White Tea Herbasol Extract 
Glycerine Ecoverte

エキス400838.179.2
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、スージング作用もあり
ます。原料の100％がオーガニック。

チャ葉エキス

ツヴェッチゲ ブルー ビューティー
Zwetschge Blue Beauty

粉末894
甘酸っぱく香り高いブルービューティーというセイ
ヨウスモモから抽出したエキスです。高い抗酸化作
用、皮膚を保護する作用があります。

プルーンエキス

キューカンバー ホワイト ワンダー
Cucumber White Wonder

粉末895
ホワイトワンダーは穏やかな香りを持つ、白いきゅう
りの品種です。疲れた肌に活力を与え、輝くような素
肌に導きます。

キュウリ果実エキス

ゲルターキンダー チェリー
Gelterkinder Cherry

粉末896
スイスの伝統的な果樹である非常に美しい赤いさく
らんぼから抽出したエキスです。抗酸化作用、アンチ
エイジング作用があります。

セイヨウミザクラエキス
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製 品 名製品コード 化粧品表示名称／外原規名 概　要 製剤的特徴

・ 1,3-ブチレングリコールで抽出した医薬部外品対応
 エキスです。
・ 表示名称：水、1,3-ブチレングリコール、各植物エキス
・ 防腐剤フリー

その他

植物エキス（医薬部外品対応製品）

アカシア コラーゲン BG (PF)
Acacia Collagen BG (PF)

エキス401012.100.2
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。

アカシアセヤルガムエキス

アラビアゴム

アルニカ モンタナ ハーバソル エキス BG 
Arnica Montana Herbasol Extract BG 

エキスX11897.132.X

カモミール ハーバソル エキス BG 
Chamomille Herbasol Extract BG

エキスX11892.132.X

マリー ゴールド ハーバソル エキス BG 
Marigold Herbasol Extract BG 

エキスX11895.132.X

ローズ ヒップ ハーバソル エキス BG 
Rose-Hip Herbasol Extract BG 

エキスX11893.132.X

ローズマリー ハーバソル エキス BG 
Rosemary Herbasol Extract BG 

エキスX11891.132.X

セージ ハーバソル エキス BG 
Sage Herbasol Extract BG

エキスX11894.132.X

アルニカ花エキス

アルニカエキス

カミツレ花エキス

カモミラエキス（１）

トウキンセンカエキス

トウキンセンカ花エキス

カニナバラ果実エキス

ノバラエキス

ローズマリー葉エキス

ローズマリーエキス

セージ葉エキス

セージエキス
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ホスフォリポン90G
PHOSPHOLIPON 90G368202

製 品 名製品コード 表示名称 外原規名PC含有量 概　要　

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
方の感触改善に適しています。

レシチン・リポソーム・ラメラクリーム基材

レシチン、大豆リン脂質、ホスファチジルコリン

ホスファチジルコリン 大豆リン脂質

INCI

Phosphatidylcholine94%

ホスフォリポン80H
PHOSPHOLIPON 80H529200

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

水添レシチン、水素添加大豆リン脂質

水添レシチン 水素添加大豆
リン脂質

Hydrogenated Lecithin70%

ホスフォリポン90H
PHOSPHOLIPON 90H529400

皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等の乳化、リポソーム
の形成に適しています。
外原規適合製品です。エコサート認証原料。

水添レシチン 水素添加大豆
リン脂質

Hydrogenated Lecithin90%

リポイドP75-3
LIPOID P75-3529700

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、ラメラ形成に適して
います。エコサート認証原料。

水添レシチン 水素添加大豆
リン脂質

Hydrogenated Lecithin70%

リポイドP100-3
LIPOID P100-3529600

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、ラメラ形成に適して
います。エコサート認証原料。　

ラメラ層状のクリーム基材です。合成界面活性
剤フリーの処方で、皮膚の細胞間脂質に近い
構造をもっています。<推奨処方量：20-25%>

水添レシチン 水素添加大豆
リン脂質

Hydrogenated Lecithin90%

リポイドP75
LIPOID P75537600

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。エコサート認証原料。

レシチン 大豆リン脂質 Lecithin70%

リポイドP100
LIPOID P100537800

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。エコサート認証原料。

レシチン 大豆リン脂質 Lecithin90%

フォーサル 53 MCT
PHOSAL 53 MCT368204

高純度レシチンの53％中鎖脂肪酸溶液です。
難溶性成分、脂溶性成分の可溶化、ナノエマル
ションの形成に適しています。

-53%

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、エタノール、ステ
アリン酸グリセリル、オレイ
ン酸、パルミチン酸アスコル
ビル

Phosphatidylcholine, 
Caprylic/CapricTriglyceride, 
Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Oleic Acid, Ascorbyl 
Palmitate,Tocopherol

フォーサル 50SA+
PHOSAL 50SA＋368209

高純度レシチンの50％紅花油溶液です。難溶
性成分、脂溶性成分の可溶化、ナノエマルショ
ンの形成に適しています。

-50%

ホスファチジルコリン、サ
フラワー油、グリセリン、
トリ(カプリル酸/カプリ
ン酸)グリセリル、エタ
ノール、ステアリン酸グ
リセリル、パルミチン酸
アスコルビル

ホスファチジルコリン、サ
フラワー油、ステアリン
酸グリセリル、ヤシ油、パ
ルミチン酸アスコルビル

水、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

水、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、
PG

水、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、
BG

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3

水、エタノール、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、シア脂、
スクワラン、セラミド3

Phosphatidylcholine, 
Carthamus Tinctorius 
(Safflower) Seed Oil,　
Glycerin,Caprylic/Capric 
Triglyceride,Alcohol, Glyceryl 
Stearate,Soy Acid, Ascorbyl 
palmitate, Tocopherol

フォーサル75 SA+
PHOSAL 75 SA+368153

高純度レシチンの80%紅花油溶液です。難溶
性成分、脂溶性成分の可溶化、リポソームの形
成に適しています。

-75%

Phosphatidylcholine, Alcohol, 
Carthamus Tinctorius 
(Safflower) Seed Oil, Glyceryl 
Stearate, Soy Acid, Ascorbyl 
Palmitate, 
Tocopherol

製 品 名製品コード 表示名称 応用範囲剤　型 概　要　

ラメラクリーム基材

532100

ラメラクリーム ・クリーム
・美容液

530900

530800

589330

510290

SLM2005

SLM2008

SLM2015

SLM2026

SLM2028
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【 用 語 解 説 】

PhytoCellTec　フィトセルテック ®

植物細胞の全能性を利用し、植物細胞を工業的に大量培養する技術です。植物片の一
部を傷つけてカルス形成を促進させ、カルスから幹細胞を取り出し、寒天プレート上で
培養します。ほんのわずかな植物断片があれば水や肥料、農薬を使用せずに同じ細胞
を複製可能なため、自然への負担の少ないエコロジカルな生産方法となっています。

Hyalu-Cage System　ヒアル - ケージ システム

通常のヒアルロン酸の7倍の大きさを持つ3D構造ヒアルロン酸で、ヒアルロン酸同士が
架橋された網カゴのような構造をしています。この構造がヒアルロン酸分解酵素によっ
て分解されることでヒアルロン酸になるため、保湿効果が長続きします。
また、有効成分を立体構造内に取り込ませることで、ヒアルロン酸の分解と共に成分が
徐々に放出されるようにできます。

Liposystem Complex　リポシステム コンプレックス

リポソーム形成前に有効成分とリン脂質の複合体を形成させる特許申請技術です。一度
複合体を形成すると、有効成分はリポソーム中に完全に溶け込み、安定な状態となりま
す。有効成分が自然に放出されることがほとんどないため、目的部位へ有効成分を届け
るのに有用です。

Cyclosystem Complex　シクロシステム コンプレックス

有効成分を構造を変えずにシクロデキストリン中に包接する技術です。外部環境から有
効成分を遮断できるため、酸化や分解等の影響を受けません。また、シクロデキストリン
に包接することで、非水溶性の成分を水に溶解させることができ、有効成分の放出のコ
ントロールが可能です。有効成分の活性だけでなく、シクロデキストリン自体の保湿効果
も利用できます。

Zymo Line　ザイモ 製品

分子量が大きいためにシクロデキストリン中に包接出来ない酵素を、親和性を利用して
シクロデキストリンに結合させたものです。
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