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有効成分
メーカー名/
製品名
製品コード
植物幹細胞エキス

形状

中文名称有無

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
イソマルト、水、レシチ
を促進させ、皮膚を滑らかにする作用があります。更に
ン、コンフリーカルス培養
はヒアルロン酸も増加させることが確認できています。 粉末
エキス、安息香酸Na
（推奨配合量：0.4-1.0%）

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

Mibelle
フィトセルテック マルス ドメスティカ
Biochemistry/ 510 PhytoCellTec Malus Domestica

4か月腐らないリンゴで話題のウトビラー・スパトラウ
水、リンゴ果実培養細胞エ バーの幹細胞を培養して得られたエキスです。表皮幹細
キス、フェノキシエタノー 胞に栄養を与えて、表皮の再生能力を助けるアンチエイ
液体
ル、キサンタンガム、グリ ジング効果があります。また真皮幹細胞にも刺激を与え
セリン、レシチン
皮膚を熱くする効果や、毛髪成長刺激も期待できます。
（推奨配合量：2.0－5.0％ ※粉末ver.もあります）

有

Mibelle
フィトセルテック アルガン
Biochemistry/ 530 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
アスピノサカルス培養エキ す。真皮幹細胞を賦活し、肌の最深部からアンチエイジ 粉末
ス、レシチン
ングを促します。（推奨配合量：0.4－1.0％）

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

Mibelle
フィトセルテック ソーラー ビティス
Biochemistry/ 544 PhytoCellTec Solar Vitis

イソマルト、水、レシチ
ン、ブドウ果実細胞エキ
ス、レシチン

Mibelle
フィトセルテック アルプ ローゼ
Biochemistry/ 533 PhytoCellTec Alp Rose

スイスアルプスの高山植物「アルペンローゼ」の幹細胞
イソマルト、水、ロドデン を培養して得られたエキスです。皮膚幹細胞に栄養を与
ドロンフェルギネウム葉培 えて、紫外線や乾燥などの外部ストレスから細胞を守り 粉末
養細胞エキス、レシチン
ます。（推奨配合量：0.4-1.0％）

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

Mibelle
フィトセルテック ヌナタック
Biochemistry/ 562 PhytoCellTec Nunatak

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
イソマルト、水、レシチ ラの幹細胞を培養して得たエキスを含む顆粒粉末。真皮
ン、サポナリアプミラカル 幹細胞を賦活し、肌の最深部からアンチエイジングを促 粉末
します。さらにその幹細胞に紫外線に対する耐性を与え
ス培養細胞エキス
ます。（推奨配合量：0.4-1.0％）

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

Mibelle
Biochemistry

フィトセルテック ゴジ
PhytoCellTec Goji

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。間葉系幹細胞におけるエクソソームシグナルを刺
イソマルト、水、クコカル 激し、細胞間コミュニケーションを利用して真皮におけ
ス培養細胞エキス、レシチ るコラーゲンやエラスチンの発現を向上させます。肌密 粉末
ン
度を向上させることでV-shaped faceを生み出します。
（推奨配合量：0.4-1.0%）

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

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（多重エ
マルジョン）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
液体
果、ニキビ改善効果、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

Mibelle
ダームコム
Biochemistry/ 836 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。コラーゲンやエラスチンを増やすグロースファ
クロクスクリサンツス根エ クターの産生を促進する効果があります。妊娠線の改善
粉末
キス、アラビアゴム、水
効果も期待できます。（推奨配合量：0.4-2.0％、防腐剤
フリー）

無

Mibelle
スノーアルゲパウダー
Biochemistry/ 800 Snow Algae Powder

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
コエノクロリスシグニエン す。環境によって変色する特性を生かし、栄養が豊富な
シスエキス、水、レシチ 状態を人工的に作り出し原料化しています。カロリー制 粉末
ン、マルトデキストリン 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。（推奨配合量：2.0-3.0％、防腐剤フリー）

無

Mibelle
リポベル ソーヤグリコン
Biochemistry/ 106 Lipobelle Soyaglycone

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

有

Mibelle
アメリオックス
Biochemistry/ 840 Ameliox

水、グリセリン、エタノー
ル、レシチン、カルノシ
ン、オオアザミ果実エキ
ス、トコフェロール

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
液体
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）

有

Mibelle
サンフラワー シュート アクティブ
Biochemistry/ 872 Sunflower Shoot Active

ヒマワリ芽エキス、
安息香酸Na

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

Mibelle
ロイヤルエピジェン P5
Biochemistry/ 435 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。 液体
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％ ）

無

Mibelle
Biochemistry/
522

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

全成分（表示名称）

概要

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 粉末
ング効果もあります。（推奨配合量：0.4－1.0％）

有

ヒト幹細胞培養液

Biosolution

アンチエイジング

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

Mibelle
グロウエイジ
Biochemistry/ 838 GlowAGE

トレハロース、水、ジジフ 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
ススピナクリスチ葉エキス 末化した化粧品原料。長期的な保湿と即効性のリフティ 粉末
（申請中）
ング効果が期待出来ます。（推奨配合量：2.0％ ）

有

Mibelle
ピノルミン
Biochemistry/ 708 Pinolumin

Ziziphus spina-christi エキスが肌の糖化を妨げます。In
vitroとin vivo試験でGlowAGEの次の活性が確認できてい
シモフリマツ木エキス、エ ます。AGEsの形成阻害、AGEs除去機構の活性化、糖化
液体
タノール、ペンチレングリ
により誘発される炎症を招くAGE受容体の発現抑制、シ
コール、水
ワ形成の抑制、皮膚内のAGE形成やコラーゲン切断の抑
制、皮膚上の抗黄化効果（推奨配合量：2.0％ ）

無

Mibelle
アルパイン ローズ アクティブ
Biochemistry/ 813 Alpine Rose Active

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。老化細胞除去
ロドデンドロンフェルギネ （Senolytics）、抗酸化、抗カルボニル化、ウィルスの
ウムエキス、水、グリセリ
液体
細胞への吸着阻害効果により健やかな肌を作ります。エ
ン
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）

有

Mibelle
アイスアウェイク
Biochemistry/ 463 IceAwake

スイスの氷河の下の土壌から採取された細菌である
Iodobacter ssp.から抽出されたエキスです。 睡眠不足を
コハク酸、マルトデキスト 特徴とする多忙なライフスタイルによって老化した肌を
若返らせます。小胞体におけるタンパクフォールディン 粉末
リン、水
グに着目し、分子シャペロンとATPの産生を向上させま
す。（推奨配合量：1.0-2.0％ ）

有

有

LipoTrue

ムナプシス
MUNAPSYS

表情ジワ用のBotox様ペプチド。中国対応可能。incosmetics 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）
ルグリコール、アセチルヘ とS（アセチルコリン受容体ブロック）の両方のメカニ 液体
キサペプチド-1
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。（推奨配合量：3%）

LipoTrue

エピテンシブ
EPITENSIVE

Nicotiana benthamiana 中で産生させた植物性EGF。
BG、水、オリゴペプチドNon-GMO。植物性EGF として抗シワ効果が期待出来ま 液体
1
す。（推奨配合量：1-2%）

有

セルアイ
SCELLEYE

Nicotiana benthamiana 中で産生させたペプチド。NonBG、水、オリゴペプチド- GMO。植物性IGF-1 として目周りのシワや目のクマのケ
液体
2
アが可能。幹細胞にも働きかけ、毛髪の成長やまつ毛の
成長も期待できる。（推奨配合量：1-2%）

有

シルタリス
SIRTALIS

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
グリセリン、水、バチルス
もつ菌外多糖により30分以内での即効リフトアップ効果 液体
発酵物
（V-shape）が期待でき、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。（推奨配合量：2%）

有

シーダーミウム
Seadermium

レユニオン島の海の深さ3mから採取したBacillus sp.を発
グリセリン、水、バチルス 酵させて得た発酵物。基底膜構成成分であるコラーゲン
液体
発酵物
IV、VI、ラミニン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。（推奨配合量：4%）

有

バーシリン
VERSILLIN

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
水、フェノキシエタノー ペプチドで、肌のたるみを改善します。肌の弾力を回復
ル、酢酸アセチル合成ヒト させ、引き締め効果も持ち合わせています。（推奨配合 液体
ヘキサペプチドー５アミド
量：3%）

無

アルタリス
ARCTALIS

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
水、プロパンジオール、キ の発酵エキスです。グリコサミノグリカンやリポポリ
サンタンガム、カプリル酸 サッカライド含有によるフィルム形成能をもち、デスモ
液体
グリセリル、シュードアル グレイン3、エラスチン、コラーゲンIとIVの発現上昇と
テロモナス発酵物エキス 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。（推奨配合量：2%）

有

スキナーク
SKINARCH

グリセリン、水、カプリリ
ルグリコール、エチルヘキ
シルグリセリン、パルミト
イルテトラペプチド-7

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、また各種コラーゲン（1、3、4、5、
液体
6、7、12、13、14）の産生も向上させることで内側から
肌を再構築します。（推奨配合量：1-2%）

無

アイぺプタイド
iPEPTIDE

睡眠不足に着目した目周りのケアに特化したペプチド。
睡眠の質の低下にともないIL-33の発現が上昇し、メラト
ニンは減少し、グルコース量が上昇します。これにとも
水、グリセリン、カプリリ ないタンパク質の糖化、脂質過酸化反応、血管透過性へ
ルグリコール、アセチルヘ の影響、炎症後の色素過剰、リンパ系への影響が発生
液体
し、シワやたるみ、目のクマ、表皮バリア機能の脆弱
キサペプチド-8
化、免疫システムの脆弱化、アイバッグ形成につながり
ます。この原料ではこれらの改善だけでなく、血管スト
レス改善、目の開きの向上や目周りの皮膚温度低下効果
も確認されています。（推奨配合量：1.0-3.0%）

有

LipoTrue

LipoTrue

LipoTrue

LipoTrue

LipoTrue

LipoTrue

LipoTrue

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

イオノーム
AEONOME

マヨルカ島で300万年以上自然な状態を保っているとさ
れる水中洞窟から得たバチルスの発酵物。Agebioticsは
皮膚微生物叢のためのプレバイオティクスを指してお
り、不老のポストバイオティクス（微生物叢からの代謝
グリセリン、水、バチルス
物）放出の増強に特化した原料となっています。微生物 液体
発酵物
叢のバランスを整えて肌バリアを強化、ケラチン等の産
生を向上させて肌の完全性を強化、アネキシン1増加で
の抗炎症、不老タンパク合成による不老効果をもつとし
ています。（推奨配合量：1.5-3.0%）

有

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

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養して得た水溶性エキス。アポ
水、ヘマトコッカスプルビ
トーシス制御とp53発現抑制により老化プロセスを抑制 液体
アリスエキス
します。本原料はアスタキサンチンとは関係ありませ
ん。

有

Natura-Tec

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 液体（油
た24時間でコラーゲン合成が著しく上昇します。（推奨 状）
配合量：0.5-2.0％）

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

Natura-Tec

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
保護活性を輸送するための天然技術と生物学的効率の融 液体
合。抗糖化作用を持ったラジカルスカベンジャーです。

有

フィトコーディン
LIPOID Kosmetik/ PhytoCodine

世界初の天然由来のマトリカイン様ペプチド。
現在の市場ではマトリカイン様ペプチドは全て合成ペプ
チドとされているが、LIPOID Kosmetik社はヒマラヤス
ギの種子に含まれるタンパクを酵素で分解してマトリカ
イン様作用を示すペプチドを作ることに製造しました。
グリセリン、水、レシチ さらにリポソームキャリアシステムで包接し、グリセリ
ン、加水分解野菜タンパ ン溶媒中のシベリアニンジンエキスと組み合わせた防腐
ク、エゾウコギ根エキス、
剤フリー（ self preserving） の COSMOS認証 化粧品原 液体
ペンチレングリコール、水
料です。
酸化Na、トコフェロール
マトリカインは肌内にも存在し、コラーゲン、エラスチ
ン、フィブロネクチンといった細胞外マトリクスの産生
に携わっています。肌密度を向上させ、抗シワ、たるみ
ケアに有用。BSB Innovation Prize 2020受賞。（推奨配
合量：0.5-3%）

有

LIPOID Kosmetik/ コラゲイン
Colla-Gain
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
マルトデキストリン、エタ
ノール、ザクロ花エキス、 の阻害とコラーゲン産生促進のW作用で、肌密度を増し 粉末
てしわを減少させます。（推奨配合量：0.3-2.0％、防腐
アスコルビルリン酸Na
剤フリー）

有

リン酸アスコルビルMg、 リン酸アスコルビルMgのリポソーム製剤で、コラーゲン
LIPOID Kosmetik/ コラーゲン スティミュレーション ファクター MAP 水、エタノール、水添ホス
産生と細胞再生を促進します。（推奨配合量：2.0%、防 乳液
160905.00.2
Collagen Stimulation Factor MAP
ファチジルコリン、コレス
腐剤フリー）
テロール

有

酢酸トコフェロール、ソル
ビタミン コンセントレイト ウォーターソルブル ア ビトール、パンテノール、
パルミチン酸レチノール、
LIPOID Kosmetik/ ンプリザーブド N
セイヨウトチノキ種子エキ 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 液体
Vitamin Concentrate watersoluble unpreserved N
400364.00.2
ス、PG、水、PEG-40 水 す。（推奨配合量：1-5%、防腐剤フリー）
添ヒマシ油、アマニ脂肪
酸、ヒマワリ種子油、BHT

有

LipoTrue

Natura-Tec

概要

形状

中文名称有無

IRA / 8235

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 ＆ VITAMIN E LIPOSYSTEM
COMPLEX

酢酸レチノール、トコフェ
抗しわ効果のある酢酸レチノール、抗酸化作用のあるト
ロール、レシチン、グリセ
コフェロールを含有するリポソームです。（推奨配合
ペースト状 有
リン、変性アルコール、ヒ
量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）
マワリ種子油、BHT

IRA / 8236

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、
レチノールとパルミチン酸レチノールにより高いアンチ
レチノール、レシチン、ト
エイジング効果が期待できます。（推奨配合量：900粘稠液
リ（カプル酸/カプリン
6000IU/g、防腐剤フリー）
酸）グリセル、BHT

有

IRA / 25006

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

有

IRA / 25028

レチノール、ポリソルベー
ト 20、水、ヒドロキシプ
レチノール 33.000 UI/G-NE シクロシステム コンプ
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
レックス
ン、トリ（カプリル酸/カ 止する化粧品原料です。（推奨配合量：3-6％以上、防腐 粘稠液
RETINOL 33.000 UI/G-NE CYCLOSYSTEM
プリン酸）グリセリル、ピ 剤フリー）
COMPLEX
ロ亜硫酸Na、トコフェ
ロール、BHT、BHA

有

IRA / 9140

ビタミン A アセテート 15% シクロシステム コンプ
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
レックス
酢酸レチノール、シクロデ
ステムコンプレックスです。（推奨配合量：2.0-5.0％以 粉末
VITAMIN A ACETATE 15% CYCLOSYSTEM
キストリン
上、防腐剤フリー）
COMPLEX

有

IRA / 9146

マルチビタミン A-C-E 21% シクロシステム コンプ
ビタミンＡ、Ｃ、Ｅを含有し、肌の奥深くまで保湿する
酢酸レチノール、トコフェ
製品です。皮膚に弾性を与え、フリーラジカルに対して
レックス
ロール、アスコルビン酸、 働きかけます。（推奨配合量：2.0-4.0％、防腐剤フリー 粉末
MULTIVITAMIN A-C-E 21% CYCLOSYSTEM
シクロデキストリン
※マルトデキストリンver.もあります）
COMPLEX

有

IBR /1003

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

オオマツユキソウの球根由来の水溶性エキスです。ボ
グリセリン、水、オオマツ トックス様作用による表情ジワ改善、制汗作用が期待で
液体
ユキソウ球根エキス
きる原料です。（推奨配合量：0.5-1.0％）

有

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

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。 液体
（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）

有

IBR / 0305

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

IBR /0801

IBR-ドラゴン
IBR-DRAGON

ピタヤ果実エキス、フェノ ピタヤ果実（ドラゴンフルーツ）の水抽出エキスです。
キシエタノール、ピロ亜硫 抗酸化能が非常に強く、即効ブライトニング効果で明る 液体
酸Na
く輝いた肌をつくります。（推奨配合量：1.0-5.0％）

有

カハイオイル
KAHAI Oil

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
カリオデンドロンオリノセ
います。ビタミンE（α-トコフェロール）やビタミンF、 オイル状
ンセ種子油
レチノールが豊富なエコサート＆COSMOS認証の油で
す。

無

Kahai SAS

ROELMI

ROELMI

ROELMI

ROELMI

Akses

Akses

ヒアルロン酸

2-10kDaの第2世代超低分子ヒアルロン酸。安定かつ素早
い皮膚浸透と即効保湿効果、肌成分合成刺激作用が期待
できます。毎ロットで細胞増殖試験を実施して効能確
認。
粉末
素早い経皮吸収、線維芽細胞増殖の刺激、皮膚弾力の調
節、肌水分の即時的向上効果が期待できます。（推奨配
合量：0.1-1.0％）

有

ヒアルロン酸Na

50-2,500kDaの第2世代ヒアルロン酸Na。線維芽細胞活
性の調整と肌バリア改善、長期の保湿作用が期待できま
す。毎ロットで酸化ダメージからの保護効果を確認。
粉末
長期間続く肌の保湿、肌弾力の改善、肌を滑らかにす
る、シワに対する活性効果が期待できます。（推奨配合
量：0.5-1.0%）

有

プリンシプヒアル キューブ 3
PrincipHYAL Cube 3

ヒアルロン酸Na

50-3,000kDaの第2世代ヒアルロン酸Na。 肌のリフト
アップ、肌バリア改善、即効保湿、線維芽細胞調節と経
皮吸収向上作用が期待できます。毎ロットでエラスチン
粉末
合成能を確認。即時の肌保湿、肌バリアの改善、肌弾力
の向上、シワに対する活性効果が期待できます。（推奨
配合量：0.5-1.0％）

有

セラフルイド
CeraFluid

オリーブグリセリズ（オリーブ油由来のジグリセリドと
トリグリセリド抽出物）に溶解させた油溶性のセラミド
NPです。コーンスターチや菜種由来物性と酵母によるバ
イオ発酵技術を用いて製造したセラミドNPとなります。
セラミドは溶かしにくかったり、高温処理が必要なのが
マイナス点ですが、この原料は使用時に高温で処理する
トリオレイン、ジオレイン
必要がないのが利点です。オリーブグリセリズによって
酸グリセリル、セラミド
成分の皮膚への浸透性を向上させることができるためセ ペースト
NP
ラミドNPを皮膚内へ浸透させることが可能となります。
毎ロットでin vitroにおける脂質過酸化防御試験を実施
し、効能を保証しております。細胞バイアビリティーの
向上、酸化ストレスからの保護、保湿、肌を滑らかに、
短期間と長期間における肌弾力の向上、シワの改善効果
が期待できます。（推奨配合量：0.5-2.0％）

アクソラーゲン マリナム リキッド
AKSOLAGEN marinum liquid

南極近くの太平洋の環境に配慮した地域の深さ3.5kmに
生息する深海の軟体動物（イカ）由来のI - III型コラーゲ
水、乳酸、水溶性コラーゲ ン溶液。3重らせん構造をもつ。ヒトの肌と約98%の生
ン。カプリリルグリコー
体適合性をもつ世界初のコラーゲン。分子量300,000
液体または 有
ル、BG、ペンチレングリ
Daltons。抗シワ等のアンチエイジング効果、UV保護、
コール、ヒドロキシアセト
アンチポリューション、デトックス、美白効果といった
フェノン
幅広い効果が期待できます。7日間という短期間での効
果も期待できる。（推奨配合量：5-70％）

アクソラーゲン プラセンタム リキッド
AKSOLAGEN placentum liquid

南極近くの太平洋の環境に配慮した地域の深さ3.5kmに
生息する深海の軟体動物（イカ）由来のV型コラーゲン
水、乳酸、水溶性コラーゲ 溶液。ヒトの肌と約98%の生体適合性をもつ世界初のコ
ン。カプリリルグリコー ラーゲン。分子量300,000 DaltonsのPharmaグレード精
ル、BG、ペンチレングリ 製されたNative marine collagen。抗アクネ、肌の弾力向 液体または 有
コール、ヒドロキシアセト 上、表情ジワ改善、ストレッチマーク改善、リフトアッ
フェノン
プ効果といった幅広い効果が期待できます。7日間とい
う短期間での効果も期待できる。（推奨配合量：570％）

プリンシプヒアル シグナル-10
PrincipHYAL Signal-10

プリンシプヒアル ディフェレンス
PrincipHYAL Difference

有

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品名
製品コード
美白＆ブライトニング

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

Mibelle
デトキソファン/スルフォラホワイト
Biochemistry/ 867 Detoxophane/SulforaWhite

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
コショウソウ芽エキス、 ソウ芽エキスのリポソーム製剤です。α-MSHがメラノサ
レシチン、グリセリン、 イト上のレセプターに結合するのを阻害し、メラニン生 液体
フェノキシエタノール、水 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）

有

Mibelle
デレンティーゴ
Biochemistry/ 879 Delentigo

コショウソウ芽エキス、レ
シチン、ダイズイソフラボ
ン、ポリソルベート 80、
エタノール、グリセリン、
フェノキシエタノール、水

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 液体
目立たなくする効果があります。（推奨配合量：2.06.0%）

有

LIPOID Kosmetik/ シトロルミン8
400817.00.2
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 液体
合量：1.0%、防腐剤フリー）

有

デピグメンテーション ファクター 2U
LIPOID Kosmetik/
Depigmentation Factor 2U
161005.00.2

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
エタノール、水添レシチ シナーゼを阻害し、メラニンを減少させる作用がありま
乳液
ン、グリセリン、コレステ
す。（推奨配合量：1.0-2.0%、防腐剤フリー）
ロール

無

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

コラーゲン合成に必要であり、美白効果、抗酸化作用を
レシチン、グリセリン、ア もつアスコルビン酸を含有する製品です。（推奨配合
ペースト状 有
スコルビン酸
量：2.0-5.0%、防腐剤フリー）

IRA / 9015

アルブチン 50% シクロシステム コンプレックス
ARBUTIN 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX

アルブチンを含有する化粧品原料で美白作用、抗菌作用
アルブチン、シクロデキス があります。（推奨配合量：2.0-5.0%以上、防腐剤フ
粉末
トリン
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

IRA / 9321

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
アルコルビン酸、シクロデ もつアスコルビン酸を含有する製品です。（推奨配合
粉末
キストリン
量：1.0-2.0%、防腐剤フリー ※10% ver.もあります）

有

IRA / 9328

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
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
粉末
VITAMIN C PHOSPHATE 20% CYCLOSYSTEM
シクロデキストリン
品です。（推奨配合量：2.0-4.0%、防腐剤フリー）
COMPLEX

有

IBR /0801

IBR-ドラゴン
IBR-DRAGON

ピタヤ果実エキス、フェノ ピタヤ果実（ドラゴンフルーツ）の水抽出エキスです。
キシエタノール、ピロ亜硫 抗酸化能が非常に強く、即効ブライトニング効果で明る 液体
酸Na
く輝いた肌をつくります。（推奨配合量：1.0-5.0％）

有

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

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
スクワラン、トマト果実エ つ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPFも向
油溶性液体 有
キス
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。UV光で緑色に発光してブライトニング効果も
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。）

LipoTrue

エステライト
STELLIGHT

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
水、1,2-ヘキサンジオー
チド。メラノサイト、ケラチノサイト、線維芽細胞の3
ル、アセチルヘキサペプチ
液体
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。（推奨配合量：1-3%）

有

LipoTrue

ピュアオキシン
PUREOXIN

Nicotiana benthamiana から得たペプチド。Non-GMO。
BG、水、オリゴペプチド植物性チオレドキシン-1。光や炎症からの保護。メラニ 液体
4
ン産生抑制。抗光老化。（推奨配合量：1.6-4.0%）

有

IRA / 8240

IBR / 0702

Akses

アクソキャビア
AKSOCAVIAR

革新的特許技術を用いたアラスカサーモンの魚卵由来の
生物活性プラセンタ疎水性エキス。アンチエイジングか
つ肝斑、シミ改善効果、赤み抑制等の効果をもちます。
アスタキサンチン（ビタミンEの100倍の抗酸化能）、カ
ロテノイドが豊富で、抗酸化能、抗炎症活性をもつ。オ 油溶性液体 有
メガ9、7、3、6、レチノール、ビタミンEも豊富です。
疲れた肌、老化肌、ストレスを抱えた肌へ高浸透かつ非
常に強力な細胞ブースト作用、活性化効果を与えます。
（推奨配合量：0.1-0.5%）

サケ卵エキス

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品名
製品コード
保湿・抗炎症・鎮静

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

Mibelle
モスセルテック ナンバーワン
Biochemistry/ 571 MossCellTec No.1

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
フィトール、イソマルト、 化に肌を順応させる。環境変化に対して水分を保持す
粉末
る。In-cosmetics Global、BSB、In-cosmetics North
水
Americaの3つで金賞受賞、Sepawaで3位受賞。
COSMOS認証も取得。（推奨配合量：2%）

有

Mibelle
アクアカクティーン
Biochemistry/ 860 AquaCacteen

サボテン由来の保湿、抗炎症効果のある成分です。さら
オプンチアフィクスインジ に、紫外線から肌を守り皮膚が感じるストレスを和らげ
カ茎エキス、グリセリン、 て肌にハリを与えます。エコサート認証原料です。洗い 液体
流し後も続く保湿効果。（推奨配合量：0.5-2.0%、※防
フェノキシエタノール
腐剤フリーver.もあります）

有

Mibelle
ナノカカオ
Biochemistry/ 185 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 液体
効果があります。（推奨配合量：3.0-5.0%）

有

Mibelle
リポベルグレイシャー
Biochemistry/ 118 Lipobelle Glacier

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
水、レシチン、エタノール 給効果で、みずみずしい肌を保ちます。エコサート認証 液体
原料です。（推奨配合量：1.0-5.0%、防腐剤フリー）

有

Mibelle
ポリフルクトール プラス
Biochemistry/ 752 Poly-Fructol Plus

水、イヌリン、グリセリ チコリ由来イヌリンのリポソーム原料で、即効保湿効果
ン、フェノキシエタノー と洗い流し後も続く効果が期待できます。（推奨配合
液体
ル、レシチン、キサンタン
量：0.1-5.0%）
ガム

有

Mibelle
トライモイスト KMF
Biochemistry/ 321 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

フェミティム
Mibelle
Biochemistry/ 853 Femitim

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

有

LIPOID Kosmetik/ ハイドロゲイン
Hydro-Gain
401032.00.2

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（self-preserving）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のシ 液体
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

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
グリセリン、水、バチルス やヒアルロン酸保護効果もあり、肌バリア機能の向上と
液体
発酵物
肌水分保持で肌を7日間で明るくする。（推奨配合量：12%）

有

マーストゥライザー
MARSturizer

鉄分が多く、極端なpH値という点で地球上の火星ともよ
ばれるスペインの赤い川「リオ・ティント川」に由来す
るバチルスの発酵物。肌水分の恒常性「Hydrastasis」に
着目。
表皮のカルシウムイオン濃度勾配を維持してケラチノサ
プロパンジオール、水、バ イトを保護による保湿と肌再生力の向上、表皮脂質合成
やCEタンパク産生によるバリア機能の強化、Eカドヘリ 液体
チルス発酵物
ンレベルの保護やUVやIRによるチミンダイマー形成阻害
等の肌保護作用が期待できます。フェイスとボディ両方
に応用が可能で、いずれへの使用においても塗布後1時
間で肌水分、ハリ、弾力が向上し、持続性も確認できま
した。（推奨配合量：1-2%）

有

ブロッサムハニープロ
LIPOID
Kosmetik/410252 Blossom Honey Pro
.28.2

COSMOS認証のオーガニックアカシアハニー由来のエキ
スであり、化粧品用途に最適である。ハチミツは糖が多
く、200以上の生物活性成分を含むため独特なスキンケ
ア効果をもたらします。肌へ栄養供給して天然のエネル
ギーブースターとして作用するため、肌細胞増殖や活性
グリセリン、水、ハチミツ を向上させる。さらにBlossom Honey Proは水を誘導し
液体
エキス
て強力な肌保湿剤としても作用する。この活性は肌ボ
リュームを膨らませるのに必要な浸透圧を生み出す助け
になります。
強力な栄養供給、保湿、ボリュームアップが可能な化粧
品原料です。BSB Innovation Prize 2020受賞。（推奨配
合量：0.5-5.0%）

有

アンチイリタントコンプレックス
LIPOID Kosmetik/
Anti-irritant Complex
192602.00.2

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

有

LipoTrue

LipoTrue

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/
有
クリームです。抗糖化作用をもつカルノシンも含有し、 ゲル
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%）

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

ヨーグルトリン
LIPOID Kosmetik/
Yogurtolin
410316.00.2

発酵したスイスミルクをスプレードライすることで製造
したヨーグルト濃縮物。添加剤や防腐剤フリー。 C
ヨーグルト（またはヨーグ OSMOS 認証。 Microbiome friendly 認証。Prebiotic 機
粉末
ルト末）
能、肌バリアの強化と再生、敏感肌の鎮静化、肌リフ
レッシュの即時的感覚が期待できます。（推奨配合量：
0.1-2.0%）

有

ハニーエキスCOS(PF)
LIPOID Kosmetik/
Honey Extract COS(PF)
218315.101.2

ハチミツエキス、水、
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
PG、フェノキシエタノー ンケア、ヘアケア製品に利用できます。（推奨配合量：
液体
ル、エチルヘキシルグリセ 2.0-10.0％ ※防腐剤フリーver.もあります）
リン

有

プロポリスエキスPG
LIPOID Kosmetik/ Propolis Extract PG

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

有

スイスフラワーハニーエキスPG(PF)
LIPOID Kosmetik/
Swiss Flower Honey Extract PG (PF)
400507.101.2

ハチミツエキス、水、
スイスの牧草地の花からミツバチが集めた蜜を使用し
PG、フェノキシエタノー た、保湿作用のあるハチミツ製品です。（推奨配合量：
液体
ル、エチルヘキシルグリセ 2.0-10.0%）
リン

有

ビタミンＦオイルソルブル N
LIPOID Kosmetik/
Vitamin F oil-soluble N
4101141.00.2

リノレン酸、オレイン酸、
リノール酸、パルミチン
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
酸、ステアリン酸、トコ
フェロール、ヒマワリ種子 須不飽和脂肪酸の脂溶性複合体です。
油

有

オイル状

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
ルヘキシルグリセリン、
1,2-ヘキサンジオール、ポ 皮膜形成作用、保湿、皮膚の保護作用があります。（推 液体
奨配合量：0.5-5.0%、防腐剤フリー）
リアクリルアミド、
(C13,14)イソパラフィン、
ラウレス-7、トロポロン

有

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：2.0-5.0%、防腐剤フリー）※
水溶液
加水分解エラスチン100%の粉末タイプ「Marine Elastin
Powder」もあり。

有

イラダーム HMF
IRADERM HMF

水、尿素、スクロース、
PCA-Na、ペンチレングリ
コール、加水分解コラーゲ 加水分解コラーゲンや尿素、スクロース等を配合した正 水溶液
常な肌水分を維持するめの化粧品原料です。
ン、乳酸Na、乳酸、
EDTA-2Na

有

IRA / 19014

ダーマヒアル NE
Dermahyal NE

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、ヒドロキシア
セトフェノン、リン酸
Na、塩化Na、リン酸2Na

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 ゲル
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%）

有

IRA / 2790

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 粉末
腐剤フリー）

有

IRA / 11001

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
液体
配合量：3.0-10.0%、防腐剤フリー）

有

IRA / 9001

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%、防腐剤フリー）

有

CBDオイル
CBD oil

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をオリーブ油で溶解したもの。THC:
オリーブ果実油、アサ種子 <0.03%。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 オイル状
エキス
免疫への作用、抗老化作用、抗菌作用等幅広い効果が期
待できます。高精製度のCBD結晶粉末（THC 0.0%）も
ございます。

有

ナチュラテック アビソフト
Natura-Tec Abysoft

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
クランベアビシニカ種子油 持ちます。共乳化剤、顔料の湿潤剤としても利用できま
フィトステロールエステル す。ヘアケアへの利用ではくし通りを良くし、髪のボ
オイル状
ズ
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。

無

IRA / 1079

IRA / 1381

IRA / 2301

PharmaHemp

Natura-Tec

LIPOID Kosmetik セラソーム9041
/ 550300
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

粉末

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
リポソーム 有
(TEWL)を抑えます。（推奨配合量：5.0-10.0%、防腐剤
フリー）

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

全成分（表示名称）

概要

ヒアルロン酸Na

30-90kDaの第2世代ヒアルロン酸Na。 皮膚浸透性に優
れ、肌修復プロセスを刺激して肌再生と肌の健康を向上
させます。毎ロットで細胞代謝改善としてタンパク合成
粉末
能を確認。皮膚必須成分を合成する細胞の増殖、皮膚修
復プロセスの刺激、皮膚全体の健康の改善、皮膚の結合
の改善効果が期待できます。（推奨配合量：0.2-1.0%）

有

ヒアルロン酸

2-10kDaの第2世代超低分子ヒアルロン酸。安定かつ素早
い皮膚浸透と即効保湿効果、肌成分合成刺激作用が期待
できます。毎ロットで細胞増殖試験を実施して効能確
認。
粉末
素早い経皮吸収、線維芽細胞増殖の刺激、皮膚弾力の調
節、肌水分の即時的向上効果が期待できます。（推奨配
合量：0.1-1.0％）

有

ヒアルロン酸Na

50-2,500kDaの第2世代ヒアルロン酸Na。線維芽細胞活
性の調整と肌バリア改善、長期の保湿作用が期待できま
す。毎ロットで酸化ダメージからの保護効果を確認。
粉末
長期間続く肌の保湿、肌弾力の改善、肌を滑らかにす
る、シワに対する活性効果が期待できます。（推奨配合
量：0.5-1.0%）

有

プリンシプヒアル キューブ 3
PrincipHYAL Cube 3

ヒアルロン酸Na

50-3,000kDaの第2世代ヒアルロン酸Na。 肌のリフト
アップ、肌バリア改善、即効保湿、線維芽細胞調節と経
皮吸収向上作用が期待できます。毎ロットでエラスチン
粉末
合成能を確認。即時の肌保湿、肌バリアの改善、肌弾力
の向上、シワに対する活性効果が期待できます。（推奨
配合量：0.5-1.0％）

有

テクノヒアル テトラ-HA アクア
TechnoHYAL Tetra-HA Aqua

水、ヒアルロン酸クロスポ
長期の皮膚保護を目的として特殊技術でクロスリンクさ
リマーNa、ペンチレング
せた4Dプロテクションヒアルロン酸。乾燥した肌を保湿 液体
リコール、フェノキシエタ
し、水分蒸散を減少させます。
ノール

有

テクノヒアル テトラ-HA LH
TechnoHYAL Tetra-HA LH

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、フェノキシエタ
ノール

長期の皮膚保護を目的として特殊技術でクロスリンクさ
せた4Dプロテクションヒアルロン酸。肌水分を向上さ
液体
せ, 水分蒸散を抑制し,標準的なヒアルロン酸と同条件で
比較すると 2-3 倍多くの水と結合します。

有

テクノヒアル テトラ-HA FF
TechnoHYAL Tetra-HA FF

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、フェノキシエタ
ノール

長期の皮膚保護を目的として特殊技術でクロスリンクさ
せた4D プロテクションヒアルロン酸。皮膚上の4D膜を
液体
形成し、UVや汚染物質等から肌を保護するための皮膚の
天然肌バリア機能を向上します

有

セラフルイド
CeraFluid

オリーブグリセリズ（オリーブ油由来のジグリセリドと
トリグリセリド抽出物）に溶解させた油溶性のセラミド
NPです。コーンスターチや菜種由来物性と酵母によるバ
イオ発酵技術を用いて製造したセラミドNPとなります。
セラミドは溶かしにくかったり、高温処理が必要なのが
マイナス点ですが、この原料は使用時に高温で処理する
トリオレイン、ジオレイン
必要がないのが利点です。オリーブグリセリズによって
酸グリセリル、セラミド
成分の皮膚への浸透性を向上させることができるためセ ペースト
NP
ラミドNPを皮膚内へ浸透させることが可能となります。
毎ロットでin vitroにおける脂質過酸化防御試験を実施
し、効能を保証しております。細胞バイアビリティーの
向上、酸化ストレスからの保護、保湿、肌を滑らかに、
短期間と長期間における肌弾力の向上、シワの改善効果
が期待できます。（推奨配合量：0.5-2.0％）

有

Mibelle
アルパイン ローズ アクティブ
Biochemistry/ 813 Alpine Rose Active

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。老化細胞除去
ロドデンドロンフェルギネ （Senolytics）、抗酸化、抗カルボニル化、ウィルスの
ウムエキス、水、グリセリ
液体
細胞への吸着阻害効果により健やかな肌を作ります。エ
ン
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）

有

Mibelle
デトキソファン/スルフォラホワイト
Biochemistry/ 867 Detoxophane/SulforaWhite

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

有

Mibelle
ジーエスピーティー
Biochemistry/ 805 GSP-T

ブドウ種子エキス、グリセ
リン、水、エタノール、
PEG-40 水添ヒマシ油、ト
コフェロール

有

ROELMI

ROELMI

ROELMI

ROELMI

ROELMI

ROELMI

ROELMI

ROELMI

製品名

プリンシプヒアル オーロラ
PrincipHYAL Aurora

プリンシプヒアル シグナル-10
PrincipHYAL Signal-10

プリンシプヒアル ディフェレンス
PrincipHYAL Difference

形状

中文名称有無

抗酸化

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
液体
合量：0.5-2.5%、防腐剤フリー ※PEGフリーver.もあり
ます）

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

全成分（表示名称）

概要

Mibelle
パーフェクションペプタイド P7
Biochemistry/ 440 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
ターをベースにしたリポソーム原料です。Nrf2を活性化 液体
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

Mibelle
ナノリポベル H-EQ10
Biochemistry/ 148 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

Mibelle
ナノリポベル t-EQ10
Biochemistry/ 147 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）グリセリ
ル、ユビキノン、アジピン
酸イソプロル 、グリセ
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 1%と酢酸トコフェ
液体
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）

無

Mibelle
ナノビット oA
Biochemistry/ 151 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、グリセリン、水、安
息香酸Na

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、
液体
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％）

無

Mibelle
ナノリポベル H-AECL
Biochemistry/ 145 Nano-Lipobelle H-AECL

レシチン、ルリジサ種子
油、トリ（カプリル酸／カ
プリン酸）グリセリル、
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、
エタノール、水

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
液体
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）

無

IRA / 9967

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

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
チオクト酸、シクロデキス す。老化防止と日光によるダメージの減少効果がありま
粉末
トリン
す。（推奨配合量：0.01％、防腐剤フリー）

有

IRA / 8250

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

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

IRA / 8555

コエンザイム Q10 10% リポシステム コンプレック
ユビキノン含有のリポソームです。高い抗フリーラジカ
ユビキノン、レシチン、グ
ス
ル作用があります。（推奨配合量：0.3%まで、防腐剤フ ペースト状 有
リセリン
COENZYME Q10 10% LIPOSYSTEM COMPLEX
リー）

IRA / 9150

ビタミン E アセテート 15% シクロシステム コンプ
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
レックス
酢酸トコフェロール、シク スです。フリーラジカルに対して働きかける作用があり
粉末
VITAMIN E ACETATE 15% CYCLOSYSTEM
ロデキストリン
ます。（推奨配合量：2.0-4.0％、防腐剤フリー）
COMPLEX

有

IBR /0801

IBR-ドラゴン
IBR-DRAGON

ピタヤ果実エキス、フェノ ピタヤ果実（ドラゴンフルーツ）の水抽出エキスです。
キシエタノール、ピロ亜硫 抗酸化能が非常に強く、即効ブライトニング効果で明る 液体
酸Na
く輝いた肌をつくります。（推奨配合量：1.0-5.0％）

有

IBR / 1601

IBR-プリスティナイザー
IBR-Pristinizer

アステリスクスグラベオレ 抗酸化、抗炎症、デトックス効果をもち、たばこや大気
ンス花/果実/葉/茎エキス、 汚染によるダメージから肌や細胞を守ります。（推奨配 液体
合量：1.0-3.0％ ）
グリセリン、水

無

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
防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイ
水添ポリデセン、デュナリ ド前駆体を含みます。SPFも向上させます。抗セルライ
油溶性液体 無
エラサリナエキス
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

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
スクワラン、トマト果実エ
つ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPFも向 油溶性液体 無
キス
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：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。）

IBR / 0401

IBR / 0702

製品名

形状

中文名称有無

ペースト状 有

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
オイル状
フェ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。

有

有

African Origin Oils

カラハリメロンシードオイル
Kalahari Melon Seed Oil

スイカ種子油

PhytoAfrica

マルーラオイル
Marula Oil

マルーラの果実をコールドプレスした油です。浸透性が
スクレロカリアビレア種子
高く, 酸化安定性はオリーブオイルの10 倍高いとされる オイル状
油
油です。

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

Tigernuts Traders

IBRLIPOID
Kosmetik /
410152.166.2

LipoTrue

製品名

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

ビオ タイガーナッツオイル
Bio Organic Tigernuts 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
サイペラスエスクレンタス した油です。低酸性ビタミンE（α-トコフェロール）や
オイル状
根油
オレイン酸、γ-トコフェロールが豊富な抗酸化性の優れ
た油です。

有

ケールプロ
Kale Pro

スーパーフードであるオーガニックケールのエキス。植
水、グリセリン、ケール葉 物性栄養素が豊富なことや即効性の強力な抗酸化活性を
エキス、安息香酸Na、ソ 通じて肌を保護し、肌のストレス抵抗性を向上させ、均 液体
一かつ健康的、つややかな肌の外観を生み出すことが期
ルビン酸K、クエン酸
待できます。COSMOS認証。（推奨配合量：0.5-3％ ）

有

ヴィーフォース
V-4s

ROS、RSS、RNS、RCSという4種のラジカルに作用す
る総合的な抗酸化ペプチド。室内 & 屋外の汚染物質、煙
やたばこ、日光暴露, 自然老化は内因性抗酸化物質の減
水、プロパンジオール、
フェルラ酸、アセチルテト 少、それによる内部の酸化バランスの不安定化、ストレ 液体
ス、栄養不足を招き、シワ、赤み、かゆみ & 乾燥、アク
ラペプチド-2
ネ、シミへとつながる。V-4sはH2O2、オゾンから肌を
保護し、チオールや一酸化窒素、脂質過酸化を抑制す
る。（推奨配合量：0.5-1.0%）

有

タラガムやCM-Glucanといった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 粉末
よるDNAの後天的な変化（エピジェネティック変化）を
防ぐ。（推奨配合量：1-2%）

有

アンチポリューション（Anti Pollution）

Mibelle
Biochemistry /
894

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

IBR / 1601

IBR-プリスティナイザー
IBR-Pristinizer

アステリスクスグラベオレ 抗酸化、抗炎症、デトックス効果をもち、たばこや大気
ンス花/果実/葉/茎エキス、 汚染によるダメージから肌や細胞を守ります。（推奨配 液体
合量：1.0-3.0％ ）
グリセリン、水

無

IBR

IBR-アーバイオテクト
IBR-UrBioTect

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

有

ハーバシールド URB
HerbaShield URB

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

北極海 の微細藻類 Pavlova Lutheriを独自のリアクターで
トリ（カプリル酸/カプリ
培養して得たエキス。アンチポリューション効果、 ミト 液体（油
ン酸）グリセリル、パブロ
コンドリア代謝 の回復 、ス トレス下での細胞 増殖 の刺 状）
バルテリエキス
激、肌のライトニング効果をもつ化

IBRLIPOID
Kosmetik /
410148.00.2

Natura-Tec

液体

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

肌再生（ピーリング、バリア機能改善）
Mibelle
パーフェクションペプタイド P3
Biochemistry/ 420 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
液体
進し、なめらかな肌を作ります。（推奨配合量：0.53.0％ ※防腐剤フリーver.、粉末ver.もあります。）

無

Mibelle
ポアアウェイ
Biochemistry/ 142 PoreAway

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
マスチック樹脂、レスチ です。抗菌性、抗炎症、収斂効果により毛穴を引き締
ン、グリセリン、エタノー め、皮膚をつややかに保つ効果があります。（推奨配合 液体
ル、水
量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

Mibelle
ハッピーベル-PE
Biochemistry/ 855 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 液体
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）※油溶性タイプの「Happybelle O」もござ
います。

有

Mibelle
ロイヤルエピジェン P5
Biochemistry/ 435 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。 液体
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％ ）

無

ナチュラルＡＨＡコンプレックスリキッド
LIPOID Kosmetik/
Natural AHA Complex Liquid
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
クエン酸、酒石酸、乳酸、 蜜由来、酒石酸はブドウの木由来）の溶液です。ピーリ
液体
グリセリン、水
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）

有

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

IRA / 8130

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

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

IRA / 9221

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

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
エスシン、シクロデキスト ンを含有します。抗炎症、血行促進作用があります。
粉末
リン
（推奨配合量：3.0-7.0％、防腐剤フリー）

有

IRA / 9299B

グリコリックアシッド 50% シクロシステム コンプ
角質溶解作用、ピーリング作用をもつグリコール酸をシ
グリコール酸、シクロデキ クロデキストリンに包接した製品です。（推奨配合量：
レックス
液体
ストリン
5.0％、防腐剤フリー ※80% ver.もあります）
GLYCOLIC ACID 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX

有

概要

形状

中文名称有無

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

脂質代謝に重要なカルニチンを含有するリポソームで
カルニチン、レシチン、グ 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 ペースト状 有
リセリン
奨配合量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）

IRA / 9176

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

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
カルニチン、シクロデキス を与えます。（推奨配合量：2.0-5.0％以上、防腐剤フ
粉末
トリン
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

IRA / 9291

サリチリックアシッド 50% シクロシステム コンプ
サリチル酸、シクロデキス サリチル酸による殺菌作用、角質溶解作用、ピーリング
レックス
粉末
トリン
作用があります。（推奨配合量：0.4%以下）
SALICYLIC ACID 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX

有

IBR / 1101

IBR-ギャプチャー
IBR-GAPTURE

グリセリン、水、ホホバ葉 ホホバ葉由来の水抽出エキスです。肌のギャップ結合を
エキス、ピロ亜硫酸Na、 強化し、肌の構造、肌のハリ、バリア機能、水分消失を 液体
改善します。（推奨配合量：1.0-3.0%）
亜硫酸Na

有

IBR / 1201

IBR-カルムデエイジ
IBR-CalmDeAge

グリセリン、水、ナツメヤ 細胞増殖のスローダウン、抗酸化能、血流の改善による
シ種子エキス、アスコルビ 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 液体
ン酸
エキス。（推奨配合量：1.0-5.0%）

有

セラフルイド
CeraFluid

オリーブグリセリズ（オリーブ油由来のジグリセリドと
トリグリセリド抽出物）に溶解させた油溶性のセラミド
NPです。コーンスターチや菜種由来物性と酵母によるバ
イオ発酵技術を用いて製造したセラミドNPとなります。
セラミドは溶かしにくかったり、高温処理が必要なのが
マイナス点ですが、この原料は使用時に高温で処理する
トリオレイン、ジオレイン
必要がないのが利点です。オリーブグリセリズによって
酸グリセリル、セラミド
成分の皮膚への浸透性を向上させることができるためセ ペースト
NP
ラミドNPを皮膚内へ浸透させることが可能となります。
毎ロットでin vitroにおける脂質過酸化防御試験を実施
し、効能を保証しております。細胞バイアビリティーの
向上、酸化ストレスからの保護、保湿、肌を滑らかに、
短期間と長期間における肌弾力の向上、シワの改善効果
が期待できます。（推奨配合量：0.5-2.0％）

有

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
Nannochloropsis
液体（油
ことによりバリア機能を修復、向上させます。敏感肌や
Oceanica Extract (申請中)
状）
アトピー肌に最適です。COSMOS認証。
、Phytocholesterol (申請
中)

-

IRA / 8285

ROELMI

Natura-Tec

目元ケア（クマ・たるみ改善）
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 液体
目立たなくする効果があります。（推奨配合量：2.06.0%）

有

セルアイ
SCELLEYE

Nicotiana benthamiana 中で産生させたペプチド。NonBG、水、オリゴペプチド- GMO。植物性IGF-1 として目周りのシワや目のクマのケ
液体
2
アが可能。幹細胞にも働きかけ、毛髪の成長やまつ毛の
成長も期待できる。（推奨配合量：1-2%）

有

エステライト
STELLIGHT

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

有

ピュアオキシン
PUREOXIN

茶クマ用。Nicotiana benthamiana から得たペプチド。
BG、水、オリゴペプチド- Non-GMO。植物性チオレドキシン-1。光や炎症からの保
液体
護。メラニン産生抑制。抗光老化。（推奨配合量：1.64
4.0%）

有

Mibelle
デレンティーゴ
Biochemistry/ 879 Delentigo

LipoTrue

LipoTrue

LipoTrue

コショウソウ芽エキス、レ
シチン、ダイズイソフラボ
ン、ポリソルベート 80、
エタノール、グリセリン、
フェノキシエタノール、水

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

LipoTrue

LipoTrue

製品名

全成分（表示名称）

アイペプタイド
iPEPTIDE

睡眠不足に着目した目周りのケアに特化したペプチド。
睡眠の質の低下にともないIL-33の発現が上昇し、メラト
ニンは減少し、グルコース量が上昇します。これにとも
水、グリセリン、カプリリ ないタンパク質の糖化、脂質過酸化反応、血管透過性へ
ルグリコール、アセチルヘ の影響、炎症後の色素過剰、リンパ系への影響が発生
液体
し、シワやたるみ、目のクマ、表皮バリア機能の脆弱
キサペプチド-8
化、免疫システムの脆弱化、アイバッグ形成につながり
ます。この原料ではこれらの改善だけでなく、血管スト
レス改善、目の開きの向上や目周りの皮膚温度低下効果
も確認されています。（推奨配合量：1-3%）

無

メイヴュー
MEIVIEW

コラーゲンIを産生させ、PKG等デスモソーム関連因子の
水、プロパンジオール、キ
発現を向上させることで肌を強化し、VEGF発現低下や
サンタンガム、カプリル酸
液体
グリセリル、バチルス発酵 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。（推
物
奨配合量：1-3%）

無

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

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 液体
す。（推奨配合量：1.0%、防腐剤フリー）

有

グリセリン、水、ナツメヤ 青クマ用。細胞増殖のスローダウン、抗酸化能、血流の
シ種子エキス、アスコルビ 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 液体
ン酸
メヤシ種子エキス。（推奨配合量：1.0-5.0%）

有

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
クロクスクリサンツス根エ クターの産生を促進する効果があります。妊娠線の改善
粉末
キス、アラビアゴム、水 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

LIPOID Kosmetik/ シトロルミン8
400817.00.2
Citrolumin 8

IBR / 1201

IBR-カルムデエイジ
IBR-CalmDeAge

概要

形状

中文名称有無

妊娠線用

Mibelle
ダームコム
Biochemistry/ 836 DermCom

IBR / 0401

IBR / 0702

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
防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイ
水添ポリデセン、デュナリ ド前駆体を含みます。SPFも向上させます。抗セルライ
油溶性液体 有
エラサリナエキス
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

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
スクワラン、トマト果実エ
つ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPFも向 油溶性液体 有
キス
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：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。）

抑毛

IBR / 0305

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。
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 液体
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）

IRA / 4527

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
液体
ます。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

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- 粉末
25％ ）

有

ジンクリアー IM 50AB
ZinClear IM 50AB

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

有

有

UVケア（酸化亜鉛）
Antaria /
コードなし

Antaria /
コードなし

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

概要

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）グリセリル中に50%で分散 液体
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
液体
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％ ）

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++++ も再現 液体
可能。（推奨配合量：13-46％ ）

有

Mibelle
サン アクチン
Biochemistry/ 873 Sun Actin

ヒマワリ芽エキス、
リポソーム化したヒマワリ芽エキスです。サンスクリー
レシチン、水、グリセリ ン剤のSPF効果をサポートして、紫外線からの肌のダ
液体
ン、トコフェロール、フェ
メージを減らします。（推奨配合量：2.0-5.0％）
ノキシエタール

有

Mibelle
ヘリオガード 365
Biochemistry/ 830 Helioguard 365

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

有

Mibelle
メラノブロンズ
Biochemistry/ 857 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の
アセチルチロシン、
相乗効果を利用した天然のセルフタンニング剤です。UV
セイヨウニンジンボク果実
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 液体
エキス、グリセリン、エタ
きるので、色ムラの少ない自然な小麦肌を作ることがで
ノール、水
きます。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

Mibelle
インフラガード パウダー
Biochemistry/ 826 InfraGuard pwd

Tara豆 とヒマワリ芽から抽出したエキスの混合物。近赤
カエサルピニアスピノサ果 外によるミトコンドリアでのROS産生抑制と、ブルーラ
実エキス、ヒマワリ芽エキ イトによるROS産生も抑制。汚染物質によるタンパクの
粉末
ス、マルトデキストリン、 カルボニル化も防ぎ、アンチポリューション用にも応用
水
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

Mibelle
エピカーミン TCM
Biochemistry/ 810 EpiCalmin TCM

スイカズラ花エキス、
漢方由来の保湿成分、敏感肌に起こる様々なトラブルに
オナモミ果実エキス、
対処します。エコサート認証原料です。（推奨配合量： 液体
ハマスゲ根エキス、安息香
2.0-5.0％）
酸Ｎａ、水

有

ハーバプロテクト NOX
LIPOID Kosmetik/
HerbaProtect NOX
410077.00.2

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
グリセリン、水、ザクロ花
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
エキス、エゴマ葉エキス、
内窒素
液体
テルミナリアフェルジナン
や酸素種の形成を抑えます。IR-Aのダメージにも効果を
ジアナ果実エキス
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）

有

ダーマヒアルNE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た製品です。ダーマヒアルの
ゲル
保湿効果と中の成分のサンケア効果の2つの効果が期待
できます。20%の使用でSPF30に相当します。

有

Antaria /
コードなし

Antaria /
コードなし

Antaria /
コードなし

形状

中文名称有無

光老化（UVケア）

IRA / 19005

ダーマヒアル サンM NE
Dermhyal Sun M NE

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、ペンチレング
リコール、ヒアルロン酸ク
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、ヒ
ドロキシアセトフェノン、
リン酸Na、塩化Na、リン
酸2Na

IRA / 9026

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

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

有

IRA / 9320

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

紫外線照射なしで健康的な小麦色の肌になる、セルフタ
ペースト
ジヒドロキシアセトン、シ
ンニング作用があります。（推奨配合量：2.0-5.0％以
クロデキストリン
状/粉末
上、防腐剤フリー）

有

IRA / 9324

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

ジヒドロキシアセトン、 紫外線照射なしで健康的な小麦色の肌になる、セルフタ
水、ヒドロキシプロピルシ
ンニング作用があります。（推奨配合量：2.0-5.0％以
粘稠液
クロデキストリン、ペンチ
上、防腐剤フリー）
レングリコール

有

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

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
防止剤としての作用をもつ熱に安定な天然のカロテノイ
水添ポリデセン、デュナリ ド前駆体を含みます。SPFも向上させます。抗セルライ
油溶性液体 有
エラサリナエキス
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 / 0702

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

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
スクワラン、トマト果実エ
つ熱に安定な天然のカロテノイド前駆体です。SPFも向 油溶性液体 有
キス
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：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。）

IBR /1003

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

オオマツユキソウの球根由来の水溶性エキスです。ボ
グリセリン、水、オオマツ トックス様作用による表情ジワ改善、制汗作用が期待で
液体
ユキソウ球根エキス
きる原料です。（推奨配合量：0.5-1.0％）

有

LipoTrue

エステライト
STELLIGHT

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

有

LipoTrue

ピュアオキシン
PUREOXIN

Nicotiana benthamiana から得たペプチド。Non-GMO。
BG、水、オリゴペプチド植物性チオレドキシン-1。光や炎症からの保護。メラニ 液体
4
ン産生抑制。抗光老化。（推奨配合量：1.6-4.0%）

有

LipoTrue

ネオクレア プロ
NeoClair Pro

水、グリセリン、カプリリ アンチポリューションやメラニン抑制効果、ビタミンD
ルグリコール、アセチルテ 前駆体活性、抗酸化といった幅広い効果を持つペプチ
トラペプチド-2
ド。（推奨配合量：2%）

液体

有

Mibelle
インフラガード パウダー
Biochemistry/ 826 InfraGuard pwd

Tara とヒマワリ芽から抽出したエキスの混合物。近赤外
カエサルピニアスピノサ果 によるミトコンドリアでのROS産生抑制と、ブルーライ
実エキス、ヒマワリ芽エキ トによるROS産生も抑制。汚染物質によるタンパクのカ
粉末
ス、マルトデキストリン、 ルボニル化も防ぎ、アンチポリューション用にも応用可
水
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

ハーバプロテクト NOX
LIPOID Kosmetik/
HerbaProtect NOX
410077.00.2

カカドゥプラム, ザクロ花, エゴマ葉のエキスの混合液。
グリセリン、水、ザクロ花 ストレスを受けた肌を沈静化し, UV による酵素ストレス
エキス、エゴマ葉エキス、 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
液体
テルミナリアフェルジナン の形成を抑えます。IR-Aのダメージにも効果を発揮しう
ジアナ果実エキス
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）

有

Nicotiana benthamiana から得たペプチド。Non-GMO。
BG、水、オリゴペプチド植物性チオレドキシン-1。光や炎症からの保護。メラニ 液体
4
ン産生抑制。抗光老化。（推奨配合量：1.6-4.0%）

有

Mibelle
インフラガード パウダー
Biochemistry/ 826 InfraGuard pwd

Tara とヒマワリ芽から抽出したエキスの混合物。近赤外
カエサルピニアスピノサ果 によるミトコンドリアでのROS産生抑制と、ブルーライ
実エキス、ヒマワリ芽エキ トによるROS産生も抑制。汚染物質によるタンパクのカ
粉末
ス、マルトデキストリン、 ルボニル化も防ぎ、アンチポリューション用にも応用可
水
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

カロトリーノ
LIPOID Kosmetik/
Carotolino
150404.00.2

ニンジンから抽出したエキスやオイルを酸化に強いカノ
ラ油に溶解させた製品です。非常に安定なカロテノイド
カノラ油、ニンジン種子 を含有するアクティブ原料で、ブルーライトからのシー
油、ニンジン根エキス、ヒ ルド（ブルーライト吸収）、ブルーライトによるROS産
油溶性液体 有
マワリ種子油、酢酸トコ
生を中和、カロテノイドによって健康で明るい肌色をサ
フェロール、カロチン
ポートといった効果が期待できます。（推奨配合量：
0.1-1.0％）

IBR / 0401

概要

形状

中文名称有無

光老化（近赤外線）

LipoTrue

ピュアオキシン
PUREOXIN

光老化（ブルーライト）

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品名
製品コード
免疫 & 敏感肌ケア

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

無

Mibelle
Biochemistry/
705

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 粉末
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）

Mibelle
Biochemistry/
713

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 粉末
配合量：0.02-0.1%、防腐剤フリー）

有

Mibelle
Biochemistry/
715

CMグルカン J-P
CM-Glucan J-P

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

有

Mibelle
ピノルミン
Biochemistry/ 708 Pinolumin

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

無

Mibelle
Biochemistry

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

無

CBDオイル
CBD oil

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をオリーブ油で溶解したもの。THC:
オリーブ果実油、アサ種子 <0.03%。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 オイル状
エキス
免疫への作用、抗老化作用、抗菌作用等幅広い効果が期
待できます。高精製度のCBD結晶粉末（THC 0.0%）も
ございます。

有

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、
Nannochloropsis
Oceanica Extract (申請中)
、Phytocholesterol (申請
中)

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能を修復、向上させます。敏感肌や
オイル状
アトピー肌に最適です。COSMOS認証。（推奨配合量：
0.5-5.0％）

無

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 液体
効果があります。（推奨配合量：3.0-5.0%）

有

表情ジワ用のBotox様ペプチド。中国対応可能。incosmetics 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）
ルグリコール、アセチルヘ とS（アセチルコリン受容体ブロック）の両方のメカニ 液体
キサペプチド-1
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。（推奨配合量：3%）

有

Mibelle
ピノルミン
Biochemistry/ 708 Pinolumin

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

無

Mibelle
Biochemistry/

植物由来の女性ホルモン様成分です。肌荒れの軽減、保
ヒマワリ種子油、セイヨウ 湿バランス向上、鎮静効果、肌のきめを整える、炎症・
油溶性液体 有
ニンジンボク果実エキス 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）

PharmaHemp

Natura-Tec

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
液体
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。

Well-being（幸福、睡眠、リラックス）

Mibelle
ナノカカオ
Biochemistry/ 185 NanoCacao

LipoTrue

ムナプシス
MUNAPSYS

ハッピーベル オー
Happybelle O

Mibelle
ハッピーベル-PE
Biochemistry/ 855 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 液体
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

Mibelle
フェミティム
Biochemistry/ 853 Femitim

植物由来の女性ホルモン様成分です。肌荒れの軽減、保
セイヨウニンジンボク果実 湿バランス向上、鎮静効果、肌のきめを整える、炎症・
液体
エキス、エタノール、グリ 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セリン、水
3.0%、防腐剤フリー）

有

Mibelle
Biochemistry

マルトデキストリン、水、 植物由来エンドルフィンを配合した原料で、性ホルモン
セイヨウニンジンボク果実 前駆体のDHEAの向上効果あり。肌密度向上でシワを改 粉末
エキス、
善する。（防腐剤フリー）

有

デンソルフィン
Densorphin

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

スイスの氷河の下の土壌から採取された細菌である
Iodobacter ssp.から抽出されたエキスです。 睡眠不足を
コハク酸、マルトデキスト 特徴とする多忙なライフスタイルによって老化した肌を
若返らせます。小胞体におけるタンパクフォールディン 粉末
リン、水
グに着目し、分子シャペロンとATPの産生を向上させま
す。（推奨配合量：1.0-2.0％ ）

有

アイペプタイド
iPEPTIDE

睡眠不足に着目した目周りのケアに特化したペプチド。
睡眠の質の低下にともないIL-33の発現が上昇し、メラト
ニンは減少し、グルコース量が上昇します。これにとも
水、グリセリン、カプリリ ないタンパク質の糖化、脂質過酸化反応、血管透過性へ
ルグリコール、アセチルヘ の影響、炎症後の色素過剰、リンパ系への影響が発生
液体
し、シワやたるみ、目のクマ、表皮バリア機能の脆弱
キサペプチド-8
化、免疫システムの脆弱化、アイバッグ形成につながり
ます。この原料ではこれらの改善だけでなく、血管スト
レス改善、目の開きの向上や目周りの皮膚温度低下効果
も確認されています。（推奨配合量：1-3%）

無

PharmaHemp

CBDオイル
CBD oil

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をオリーブ油で溶解したもの。THC:
オリーブ果実油、アサ種子 <0.03%。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 オイル状
エキス
免疫への作用、抗老化作用、抗菌作用等幅広い効果が期
待できます。高精製度のCBD結晶粉末（THC 0.0%）も
ございます。

有

IBR /1003

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

オオマツユキソウの球根由来の水溶性エキスです。ボ
グリセリン、水、オオマツ トックス様作用による表情ジワ改善、制汗作用が期待で
液体
ユキソウ球根エキス
きる原料です。（推奨配合量：0.5-1.0％）

有

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
ザイモモナス培養エキス、 叢バランスの回復、シートマスクへ配合しての汚染物質
水、エタノール、ハチミツ 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
エキス
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 キレート効果を用いたアンチポリューション効果。ブ
マエキス、ベンジルアル ルーライトによるダメージケアや、肌内のデュナリエラ 液体
コール、安息香酸
サリナの活性化効果ももちます。

有

クランベリー プロ
Cranberry Pro

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 液体
選択的に抑制します。（推奨配合量：0.5-5.0％ ）

有

ウスネオ
LIPOID Kosmetik/
usNeo
400937.00.2

ウスニアバルバタエキス、
プロパンジオール、トロメ
タミン、グルタミン酸ジ酢
酸4Na、水、水酸化Na

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。消
臭、抗菌、アクネケア、フケ防止効果が期待できます。 液体
（推奨配合量：1.0-2.0％、防腐剤フリー）

有

ヨーグルトリン
LIPOID Kosmetik/
Yogurtolin
410316.00.2

発酵したスイスミルクをスプレードライすることで製造
したヨーグルト濃縮物。添加剤や防腐剤フリー。 C
ヨーグルト（またはヨーグ OSMOS 認証。 Microbiome friendly 認証。Prebiotic 機
粉末
ルト末）
能、肌バリアの強化と再生、敏感肌の鎮静化、肌リフ
レッシュの即時的感覚が期待できます。（推奨配合量：
0.1-2.0%）

有

イオノーム
AEONOME

マヨルカ島で300万年以上自然な状態を保っているとさ
れる水中洞窟から得たバチルスの発酵物。Agebioticsは
皮膚微生物叢のためのプレバイオティクスを指してお
り、不老のポストバイオティクス（微生物叢からの代謝
グリセリン、水、バチルス
物）放出の増強に特化した原料となっています。微生物 液体
発酵物
叢のバランスを整えて肌バリアを強化、ケラチン等の産
生を向上させて肌の完全性を強化、アネキシン1増加で
の抗炎症、不老タンパク合成による不老効果をもつとし
ています。（推奨配合量：1.5-3.0%）

有

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、
Nannochloropsis
Oceanica Extract (申請中)
、Phytocholesterol (申請
中)

無

Mibelle
アイスアウェイク
Biochemistry/ 463 IceAwake

LipoTrue

マイクロバイオーム（Microbiome）

Mibelle
ブラック ビーオーム
Biochemistry/ 708 Black BeeOme

IBR

LIPOID Kosmetik

LipoTrue

Natura-Tec

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能を修復、向上させます。敏感肌や
オイル状
アトピー肌に最適です。COSMOS認証。（推奨配合量：
0.5-5.0％）

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品名
製品コード
ニキビ、アクネ、皮脂調節、消臭・抗菌効果等

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

Mibelle
アストラフォース
Biochemistry/ 864 AstraForce

中国伝統医薬で利用されているキバナオウギ（タイツリ
オウギ）の根のエキスをリポソーム化した原料です。
水、グリセリン、DPG、 敏感肌(荒れ性)向けのアンチエイジング成分です。リ
レシチン、タイツリオウギ パーゼ活性阻害、Anti-Blemish効果があり、抗菌効果、 液体
根エキス、フェノキシエタ 皮膚細胞の活性化、余分な皮脂形成を阻止することで皮
ノール
膚トラブルが起きにくいなめらかな肌を維持します。オ
イリーな頭皮の改善効果も期待できます。（推奨配合
量：0.5-2.0％、防腐剤フリー）

有

Mibelle
ポアアウェイ
Biochemistry/ 142 PoreAway

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
マスチック樹脂、レスチ です。抗菌性、抗炎症、収斂効果により毛穴を引き締
ン、グリセリン、エタノー め、皮膚をつややかに保つ効果があります。（推奨配合 液体
量：2.0-5.0％、防腐剤フリー）※エタノールフリータイ
ル、水
プの「PoreAway oA」もございます。

有

ウスネオ
LIPOID Kosmetik/
usNeo
400937.00.2

ウスニアバルバタエキス、
プロパンジオール、トロメ
タミン、グルタミン酸ジ酢
酸4Na、水、水酸化Na

有

Natura-Tec

ナチュラテック シーパッション
Natura-Tec SeaPassion

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。消
臭、抗菌、アクネケア、フケ防止効果が期待できます。 液体
（推奨配合量：1.0-2.0％、防腐剤フリー）

リノール酸等の不飽和脂肪酸を高含有するパッションフ
ルーツのオイル、自然界で最もバランスのとれた（オメ
ガ6とオメガ3の比率が最適な）オイルとされるHemp
水添オリーブ油エチルヘキ Seed Oil、パブロバルテリというEPAとDHAが豊富な微
シル、クダモノトケイソウ 細藻類のエキスの3種を組み合わせた油溶性原料です。
オイル状
種子油、アサ種子油、パブ FoxO1は細胞核にとどまり、抗老化や抗アクネタンパク
ロバルテリエキス
として機能しますが、バランスの悪いライフスタイルに
よって核外へ移行するとニキビの形成につながります。
この原料ではこのFoxO1の核外への移行を阻害し、抗ア
クネ効果をもたらします。（推奨配合量：2.0-4.0%）

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、ストレスや傷
オイル状
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。抗菌力の指標であるMβTKは19-29となりま
す。

Waikura Manuka

ワイクラ マヌカオイル
Waikura Manuka Oil

IRA / 9410

アゼライックアシッド 50% シクロシステム コンプ
アゼライン酸、シクロデキ 抗菌作用、角質溶解作用を持つアゼライン酸を含有する
レックス
粉末
ストリン
製品です。色素沈着を減少させる効果もあります。
AZELAIC ACID 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX

PharmaHemp

CBDオイル
CBD oil

ギョリュウバイ枝/葉油

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

有

有

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をオリーブ油で溶解したもの。THC:
オリーブ果実油、アサ種子 <0.03%。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 オイル状
エキス
免疫への作用、抗老化作用、抗菌作用等幅広い効果が期
待できます。高精製度のCBD結晶粉末（THC 0.0%）も
ございます。

有

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
シロガラシ芽エキス、安息 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 液体
香酸Ｎａ、水
合量：2.0-5.0％）

無

リップケア

Mibelle
リッパーフェクション
Biochemistry/ 874 LiPerfection

Natura-Tec

Natura-Tec

ROELMI

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 液体（油
た24時間でコラーゲン合成が著しく上昇します。唇の縦 状）
ジワ改善等で実績あり。（推奨配合量：0.5-2.0％）

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

ナチュラル LIP
Natural LIP – Lip Intense Pastilles

融点: 65 – 75°C
ポウテリアサポタ種子脂、
シア脂、モクロウ、カルナ Vegan lip care用のペレット状の基剤です。長続き、マッ ペレット
ウバロウ、トコフェロール 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。

有

テクノヒアル ヒアパール
TechnoHYAL HyaPearl

100kDa未満の脂溶性ヒアルロン酸Na。Active make-up
用。優れた皮膚浸透性。滑らかで優れた皮膚感触。Olive
トリ脂肪酸 C １０ー１
８）グリセリル、ヒアルロ Glycerides & HA を組み合わせた最先端マトリクス技
固形パー
術、無水化粧品処方に最適、カラーコスメ製造プロセス
ル状
ン酸 Na、トリオレイン、
に対して安定かつ耐久性をもつという特性をもちます。
ジオレイン酸グリセリル
浸透性、リップの保湿、リップをふっくらさせる効果が
期待できます。（推奨配合量：1.0-2.0%）

有

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品名
製品コード
スリミング・抗セルライト

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

Mibelle
イソスリムコンプレックス
Biochemistry/ 821 Iso-SlimComplex

ダイズイソフラボン、
スピルリナプラテンシスエ
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
キス、カフェイン、カルニ
を促す、新しいコンセプトのスリミング原料です。（推 液体
チン、ポリソルベート
奨配合量：1.0-5.0％）
80、エタノール、フェノ
キシエタノール、水

有

Mibelle
シェイプパーフェクション
Biochemistry/ 646 ShapePerfection

セイヨウカラシナの新芽から抽出した油溶性エキスで、
シロガラシ芽エキス、カプ カプサイシンを含有します。
サイシン、トリ（カプリル 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
液体
酸/カプリン酸）グリセリ 胞へ変化させ、エネルギー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：1.0ル
2.0％）

無

スリミング ファクター カーケイド PF
LIPOID Kosmetik/
Slimming Factor Karkade PF
211200.100.2

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

有

シルタリス
SIRTALIS

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
グリセリン、水、バチルス もつ菌外多糖により30分以内での即効リフトアップ効果
（V-shape）が期待でき、通常のポリマーによるリフト 液体
発酵物
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。ミトコンドリア活性化による脂肪
燃焼効果も期待できる可能性がございます。（推奨配合
量：2%）

有

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。
エンドウ芽エキス、フェノ 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
キシエタノール、安息香酸 フサイクルを延長させ、わずか3カ月で密度の高い髪質 液体
Na、水
へ改善する効果が期待できます。(推奨配合量：2.04.0%、粉末タイプあり。)

有

Mibelle
ジーエスピーティー
Biochemistry/ 805 GSP-T

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

有

Mibelle
Biochemistry/
860

アクアカクティーン
AquaCacteen

メキシコ産サボテン由来の保湿原料です。水結合性物質
オプンチアフィクスインジ を豊富に含み、頭皮にうるおいを与える次世代のアロエ
カ茎エキス、グリセリン、 べラ様の原料です。フェノキシエタノール抜きのエコ
液体
サート認証原料のAqua Cacteen ncもあります。（推奨
フェノキシエタノール
配合量：0.5-2.0％）

有

Mibelle
Biochemistry/
510

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
液体
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％）

有

Mibelle
Biochemistry/
713

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 粉末
配合量：0.02-0.1%、防腐剤フリー）

有

Mibelle
Biochemistry/
102

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、華麗さを印象付けます。（推奨 液体
配合量：0.1-0.5％、防腐剤フリー）

無

ナノカカオ オー
NanoCacao O

カカオ由来の油溶性リラクゼーション成分です。不快感
カカオエキス、トリ（カプ を減少させるとともに、幸福感を増大させる事ができま
リル酸／カプリン酸）グリ す。筋肉の収縮を緩和してシワの軽減効果もあります。 液体
セリル、トコフェロール （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

Mibelle
Biochemistry/
118

リポベルグレイシャー
Lipobelle Glacier

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
水、レシチン、エタノール メージを防止します。エコサート認証原料です。（推奨 液体
配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

Mibelle
Biochemistry/
867

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、 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
レシチン、グリセリン、 を中和し、環境的ストレスから頭皮を保護します。美白 液体
フェノキシエタノール、水 効果も期待出来ます。（推奨配合量：0.5-3.0％）

有

Mibelle
Biochemistry/
114

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

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液体
5.0％）

有

サントエナジー
SantEnergy

「神聖なハーブ」と呼ばれるイエルバサンタという植物
のエキスです。カフェイン様作用によって毛髪（毛包細
水、エタノール、ペンチレ 胞）をROSダメージから保護、毛髪サイクルを調整して
ングリコール、ビオフラボ
液体
脱毛を減らすヘアケア原料となります。UVからの毛髪の
ノイド
酸化ダメージ保護作用もあります。男女両方へ応用可能
です。（推奨配合量：1.0-2.0％）

有

LipoTrue

ヘアケア
Mibelle
Biochemistry/
845

Mibelle
Biochemistry/
881

Mibelle
Biochemistry/
895

有効成分

- 20 -

有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

Mibelle
インフラガード パウダー/ケラガード パウダー
Biochemistry/ 826 InfraGuard pwd / KeraGuard pwd

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
カエサルピニアスピノサ果 トによるROS産生も抑制。汚染物質によるタンパクのカ
実エキス、ヒマワリ芽エキ ルボニル化も防ぎ、アンチポリューション用にも応用可
粉末
ス、マルトデキストリン、 能。毛髪を熱やUVから保護し、カラーの退色防止やブ
水
リーチによる毛髪ダメージ修復効果が期待できます。
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

Mibelle
Biochemistry/
159

ユビキノン、トコフェロー
ル、テトライソパルミチン 脱毛を防止します。また、酸化的ストレスやフリーラジ
酸アスコルビル、レシチ 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 液体
ン、野菜油、グリセリン、 ます。（推奨配合量：1.0-5.0％）
安息香酸、水

有

Mibelle
アストラフォース
Biochemistry/ 864 AstraForce

中国伝統医薬で利用されているキバナオウギ（タイツリ
オウギ）の根のエキスをリポソーム化した原料です。
水、グリセリン、DPG、 敏感肌(荒れ性)向けのアンチエイジング成分です。リ
レシチン、タイツリオウギ パーゼ活性阻害、Anti-Blemish効果があり、抗菌効果、 液体
根エキス、フェノキシエタ 皮膚細胞の活性化、余分な皮脂形成を阻止することで皮
ノール
膚トラブルが起きにくいなめらかな肌を維持します。オ
イリーな頭皮の改善効果も期待できます。（推奨配合
量：0.5-2.0％、防腐剤フリー）

有

Mibelle
Biochemistry /
612

ミベール社の新技術｢Root BioTec｣を用いて生産したバジ
メボウキ毛状根培養エキ ル毛状根から抽出した油溶性のエキスです。5α リダク
ス、ヒマワリ種子油、ヤシ 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 液体
油
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

プロポリスエキスPG
LIPOID Kosmetik/ Propolis Extract PG

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

有

ナチュラル ＡＨＡ コンプレックス リキッド
LIPOID Kosmetik/
Natural AHA Complex Liquid
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
クエン酸、酒石酸、乳酸、
蜜由来、酒石酸はブドウの木由来）の溶液です。（推奨 液体
グリセリン、水、
配合量：1.0-10.0％、防腐剤フリー）

有

ヨーグルトリン
LIPOID Kosmetik/
Yogurtolin
410316.00.2

発酵したスイスミルクをスプレードライすることで製造
したヨーグルト濃縮物。添加剤や防腐剤フリー。 C
ヨーグルト（またはヨーグ OSMOS 認証。 Microbiome friendly 認証。Prebiotic 機
粉末
ルト末）
能、肌バリアの強化と再生、敏感肌の鎮静化、肌リフ
レッシュの即時的感覚が期待できます。（推奨配合量：
0.1-2.0%）

有

ハニー エキス COS(PF)
LIPOID Kosmetik/
Honey Extract COS(PF)
218315.101.2

ハチミツエキス、水、
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
PG、フェノキシエタノー ンケア、ヘアケア製品に利用できます。（推奨配合量：
液体
ル、エチルヘキシルグリセ 2.0-10.0％ ※防腐剤フリーver.もあります）
リン

有

ハチミツエキス、ローヤル
ゼリーエキス、水、グリセ 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 液体
リン、安息香酸Na、クエ
品です。（推奨配合量：2.0-10.0％）
ン酸、ソルビン酸K

有

スイス フラワー ハニー エキス PG PF
LIPOID Kosmetik/
Swiss Flower Honey Extract PG PF
400507.101.2

ハチミツエキス、水、
スイスの牧草地の花からミツバチが集めた蜜を使用し
PG、フェノキシエタノー た、保湿作用のあるハチミツ製品です。（推奨配合量：
液体
ル、エチルヘキシルグリセ 2.0-10.0%）
リン

有

コスメパール Ｎ
LIPOID Kosmetik/
Cosmepearl N
400842.00.2

淡水パールを微粉末し、ホホバオイルでコーティングし
パール、ホホバ種子油、ト た面白い化粧品原料で、パーソナルケア製品に贅沢な感
コフェロール、ヒマワリ種 触を与えます。様々なアミノ酸やタンパク質からなる天 粉末
子油
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

サイダー VNGR+
LIPOID Kosmetik/
Cider VNGR+
410082.249.2

Apple Cider Vinegarとグリセリンで抽出したMallow（ゼ
グリセリン、酢、水、ウル ニアオイ）とNettle（イラクサ）のエキス。毛髪のpH調
チカジオイカエキス、ゼニ 整やダメージ保護効果が期待できます。ゼニアオイは創
液体
アオイ花エキス、安息香酸 傷治癒や抗炎症効果を持ち、イラクサはフケや湿疹改
Na、ソルビン酸K
善、カラーの退色防止、育毛効果が期待できるとされて
います。COSMOS認証品。（推奨配合量：0.5-3.0%）

有

ライス VNGR+
LIPOID Kosmetik/
Rice VNGR＋
410083.250.2

Rice Vinegarとグリセリンで抽出した菊とツルドクダミ
グリセリン、酢、水、ツル
ドクダミ根エキス、キク花 のエキス。菊は脱毛や白髪予防、肌の鎮静、抗酸化効
果、ツルドクダミは育毛促進や毛髪を黒くする効果、毛 液体
エキス、安息香酸Na、ソ
髪保護効果があるとされています。COSMOS認証品。
ルビン酸K
（推奨配合量：0.5-3.0%）

有

Natura-Tec

ナチュラテック アビソフト
Natura-Tec Abysoft

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
クランベアビシニカ種子油 持ちます。共乳化剤、顔料の湿潤剤としても利用できま
フィトステロールエステル す。ヘアケアへの利用ではくし通りを良くし、髪のボ
オイル状
ズ
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。

有（中国向け
にINCI名変更
の必要あり）

Natura-Tec

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

無

LIPOID
Kosmetik/
400864.100.2

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

ルートバイオテック HO
RootBioTec HO

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

液体（油
状）

有効成分
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有効成分
メーカー名/
製品コード

製品名

Natura-Tec

全成分（表示名称）

概要

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、UVからの保護効果も期 オイル状
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

ナチュラテック プラントシル
Natura-Tec Plantsil

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
水添オリーブ油エチルヘキ
ます。シルキーな感触が長時間続き、肌の上をサテンの
シル、水添オリーブ油不け
液体
ようにツルツルとさせる効果を生み出します。シリコン
ん化物
の優れた代替物となります。

有

Natura-Tec

ナチュラテック プラントシル エキサイト 100
Natura-Tec Plantsil Xcite 100

水添オリーブ油エチルヘキ
シル、ヒマシ油、フィトス 天然由来の低粘度ジメチコン代替。
テロールズ

液体

有

Natura-Tec

ナチュラテック プラントシル エキサイト 350
Natura-Tec Plantsil Xcite 350

水添オリーブ油エチルヘキ
シル、ヒマシ油、フィトス 天然由来の中粘度ジメチコン代替。
テロールズ

液体

有

Natura-Tec

ナチュラテック ヴァセリン タイプ A
Natura-Tec Vaselin Type A

天然半透明のワセリン代替品です。強力な保湿剤で耐水
ヒマシ油、水添ヒマシ油、
性を持ち、マットな外観となっています。Make up、ス ペースト状 有
カルナウバロウ
キンケア、ヘアケアと幅広く応用可能です。

Natura-Tec

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

天然の半固形ラノリン代替物で、同等の外観と作用を持
シア脂、ロジン酸グリセリ ち合わせています。水分吸収、水和、乳化システムの安
ペースト状 有
ル、オリーブ油不けん化物 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

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

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

ROELMI

LipoTrue

LipoTrue

形状

中文名称有無

無

有

テクノヒアル ヘアコンプレックス
TechnoHYAL Hair COMPLEX

水、ヒアルロン酸 Na、ヒ
ドロキシプロピルグアーヒ
ドロキシプロピルトリモニ
ウムクロリド、ペンチレン
グリコール、安息香酸 Na

ヒアルロン酸とグアーガムの混合物。優れたヘアコン
ディショニング効果で毛髪へ水分提供し肌と頭皮を健康
的にします。リンスオフとリーブオン処方両方に最適
で、頭皮の健康の改善, くし通りを改善します。髪のく 液体
し通り改善、頭皮の健康状態改善、フケ抑制、頭皮のか
ゆみ＆赤み抑制効果が期待できます。（推奨配合量：
1.0-3.0%）

有

アナルジー
ANARGY

タバコ属の植物Nicotiana benthamiana中で合成した植物
性IGF-1、VEGF、Follistatinの混合物。99.9%がNatural
由来原料となります。毛髪の強化に適した化粧品原料
BG、水、オリゴペプチド- で、育毛効果や髪を太く強くする効果が期待できます。
液体
2、糖タンパク
また、まつ毛での試験データもあり、頭髪だけでなく、
まつ毛も太く、長く、密度も向上させます。
毛髪の保護やデトックス効果も期待できます。（推奨配
合量：1-2.5%）

有

ワイズグレード
WISEGRADE

タバコ属の植物Nicotiana benthamiana中で合成された
Non-GMOのGM-CSF（顆粒球単球コロニー刺激因子；表
水、プロパンジオール、糖 示名称：糖タンパク）。白髪を改善する化粧品原料。
抗酸化物質の産生、抗アポトーシス因子の増加、メラノ 液体
タンパク
サイト幹細胞アポトーシスの減少、毛包のメラノサイト
刺激等様々な活性を確認し、白髪改善データを持つ。
（推奨配合量：2-3%）

有

アナルジー
ANARGY

タバコ属の植物Nicotiana benthamiana中で合成した植物
性IGF-1、VEGF、Follistatinの混合物。99.9%がNatural
由来原料となります。毛髪の強化に適した化粧品原料
BG、水、オリゴペプチド- で、育毛効果や髪を太く強くする効果が期待できます。
液体
2、糖タンパク
また、まつ毛での試験データもあり、頭髪だけでなく、
まつ毛も太く、長く、密度も向上させます。
毛髪の保護やデトックス効果も期待できます。（推奨配
合量：1-2.5%）

有

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。
エンドウ芽エキス、フェノ 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
キシエタノール、安息香酸 フサイクルを延長させ、わずか3カ月で密度の高い髪質 液体
Na、水
へ改善する効果が期待できます。(推奨配合量：2.04.0%) 粉末タイプのAnaGain pwdもあり。

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
液体
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％）

有

セルアイ
SCELLEYE

Nicotiana benthamiana 中で産生させたペプチド。NonBG、水、オリゴペプチド- GMO。植物性IGF-1 として目周りのシワや目のクマのケ
液体
2
アが可能。幹細胞にも働きかけ、毛髪の成長やまつ毛の
成長も期待できる。（推奨配合量：1-2%）

有

ワイズグレード
WISEGRADE

タバコ属の植物Nicotiana benthamiana中で合成された
Non-GMOのGM-CSF（顆粒球単球コロニー刺激因子；表
水、プロパンジオール、糖 示名称：糖タンパク）。白髪を改善する化粧品原料。
抗酸化物質の産生、抗アポトーシス因子の増加、メラノ 液体
タンパク
サイト幹細胞アポトーシスの減少、毛包のメラノサイト
刺激等様々な活性を確認し、白髪改善データを持つ。
（推奨配合量：2-3%）

有

育毛・まつ毛・白髪改善

LipoTrue

Mibelle
Biochemistry/
845

Mibelle
Biochemistry/
510

LipoTrue

LipoTrue

有効成分

- 22 -

有効成分
メーカー名/
製品コード
その他
酵素製品

製品名

全成分（表示名称）

概要

形状

中文名称有無

IRA / 14050

ザイモリフト
ZYMO LIFT

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

有

IRA / 1350

ヒアルロニダーゼ
HYALURONIDASE

ヒアルロニダーゼ、マルト 高い保湿効果があります。（推奨配合量：2.0-4.0%%、
粉末
デキストリン
防腐剤フリー）

有

IRA / 14095

ザイモ アシッド
ZYMO ACID

プロテアーゼ、リン酸、リ 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
ン酸Na、水、ペンチレン め、酸性溶液にした化粧品原料です。（推奨配合量：
液体
5.0%、防腐剤フリー）
グリコール

有

IRA / 14120

ザイモ クリアーMD
ZYMO CLEAR MD

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。（推
粉末
マルトデキストリン
奨配合量：2.0-4.0%、防腐剤フリー）

有

IRA / 8340

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、 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
レシチン、グリセリン、 ゼのリポソームです。（推奨配合量：3.0％、防腐剤フ ペースト状 有
水、変性アルコール
リー）

IRA / 8350

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 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
ターゼ、レシチン、グリセ ムターゼ含有のリポソームです。（推奨配合量：2.0ペースト状 有
リン、変性アルコール
5.0％、防腐剤フリー）

IRA / 8355

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 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
ターゼ、ラクトペルオキシ ゼ含有のリポソームです。高い抗フリーラジカル作用を
ペースト状 有
ダーゼ、レシチン、グリセ
持ちます。（推奨配合量：3.0％、防腐剤フリー）
リン、水、変性アルコール

IRA / 14070

IRA / 14010

ザイモラジカル
ZYMO RADICAL

スーパーオキシドジスム
ターゼ、西洋ワサビペルオ
キシダーゼ（仮）、シクロ
デキストリン、加水分解コ
ラーゲン

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
粉末
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）

有

ザイモ セル
ZYMO CELL

リパーゼ、ヒアルロニダー セルライトの減少を促進する作用があります。（推奨配
ゼ、シクロデキストリン、
粉末
合量：2.0-4.0％以上、防腐剤フリー
加水分解コラーゲン

有

IRA / 14090

ザイモヘアー
ZYMO HAIR

リパーゼ、スブチリシン、
アミラーゼ、シクロデキス
トリン、加水分解コラーゲ
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。（推奨配合量： 粉末
2.0-4.0%、防腐剤フリー

有

IRA / 4527

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
液体
ます。（推奨配合量：1.0-5.0％、防腐剤フリー）

有

タグア アブラシブ
LIPOID Kosmetik/
Tagua Abrasive
410079.00.2

熱帯雨林の保護植物由来のTagua Nut をイオン化放射線
フィテレファスエカトリア
処理した天然のマイクロビーズ代替原料です。粒子径： 粉末
リス種子
< 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
LIPOID Kosmetik/
Bamboo Abrasive GBU
400866.00.2

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
バンブサアルンジナセア茎 ズ代替原料です。粒子径： < 0.50 mm。外観： 真白い顆 粉末
粒状。

有

ナチュラル アブラシブ ブレンド スタンダード
LIPOID Kosmetik/
Natural Abrasive Blend Standard
400747.00.2

細かく砕いたクルミの殻, アプリコット殻粒, アーモンド
アンズ種子、テウチグルミ 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
粉末
殻粒、アーモンド殻粒
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

有

ナチュラル アブラシブ ブレンド ミディアム-ファイ
細かく砕いたクルミの殻, アプリコット殻粒, アーモンド
LIPOID Kosmetik/ ン
アンズ種子、テウチグルミ 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
粉末
Natural Abrasive Blend Medium-Fine
殻粒、アーモンド殻粒
ロビーズ代替原料です。外観： 明るい茶色の顆粒。粒子
400748.00.2
径： < 0.25 mm

有

ナチュラル アブラシブ ブレンド コース
LIPOID Kosmetik/
Natural Abrasive Blend Coarse
400749.00.2

細かく砕いたクルミの殻, アプリコット殻粒, アーモンド
アンズ種子、テウチグルミ 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
粉末
殻粒、アーモンド殻粒
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

有

コスメパール Ｎ
LIPOID Kosmetik/
Cosmepearl N
400842.00.2

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

有

マイクロビーズ代替

CFF

センゾセル Gシリーズ
SENSOCEL Gシリーズ

（別表参照）

ブナ由来の生分解性セルローススクラブ。100μm-1,900
μmサイズあり。200μmサイズに関しては着色タイプも スクラブ
あり。その他トウモロコシ由来やリンゴ繊維もあり。

セルロース

有

有効成分
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乳化・リポソーム等
天然リン脂質
由来
大豆

大豆（Non-GMO)

大豆（Non-GMO)

大豆

表示名称

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、パルミチン
酸アスコルビル

リポイドP75
LIPOID P75

レシチン、トコフェロール

リポイドP100
LIPOID P100

ホスファチジルコリン、ト
コフェロール

リポイド P LPC80
LIPOID P LPC80

大豆

大豆

大豆
その他乳化剤
メーカー
Natura-Tec

Natura-Tec

Natura-Tec

≧94%

70%

90%

PC含有量

水添レシチン

ホスフォリポン90H
PHOSPHOLIPON 90H

水添ホスファチジルコリン

リポイドP75-3
LIPOID P75-3

大豆リン脂質

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
有
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。

大豆リン脂質

Non-GMO版レシチンです。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 有
ン形成に適しています。COSMOS
認証原料。

大豆リン脂質

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 有
形成に適しています。COSMOS認
証原料。

水添レシチン

外原規名

概要

中文名称

70%

≧94%

皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等
水素添加大豆リン の乳化、リポソームの形成に適して
有
います。
脂質
外原規適合製品です。

70%

Non-GMO水添レシチンです。皮膚
水素添加大豆リン の保湿向上、乳液やクリーム等の乳
有
脂質
化、リポソーム、ラメラ形成に適し
ています。COSMOS認証原料。

90%

Non-GMO水添レシチンです。皮膚
水素添加大豆リン の保湿向上、乳液やクリーム等の乳
有
脂質
化、リポソーム、ラメラ形成に適し
ています。COSMOS認証原料。

リポイドP100-3
LIPOID P100-3

水添ホスファチジルコリン

製品名

有効成分（表示名称）

Natura-Tec EcomulsTM 2 in 1

オレイン酸グリセリル、ポ
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
リリシノレイン酸ポリグリ
然、GMO フリーのW/O 乳化剤です。全ての肌タイプへ使用可能で 有
セリル-3、オリーブ油不け
保護膜を形成し、高い保湿レベルを維持します。COSMOS認証。
ん化物

Natura-Tec EmulactiveTM W

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
セテアリルアルコール、ス
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
テアリン酸グリセリル、パ
ムを形成します。柔らかい感触をスベスベした後感を提供し、全て 有
ルミトイル加水分解コムギ
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。
タンパクK
COSMOS認証。

TM

Natura-Tec Crystal Cream

概要

表示名称

剤型

フォーサル 40IP
PHOSAL 40IP

水、レシチン、ヒマワリ種
子油、エタノール、トコ
液体
フェロール

ラメラクリーム基材
表示名称
製品名

剤型

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
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

皮膚脂質デリバリーシステム
製品名

中文名称

ポリステアリン酸スクロー 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 有
ス、セテアリルアルコー
ル、オリーブ油不けん化物 です。COSMOS認証。

ナティピド エコ
Natipide Eco

セラソーム9041
Cerasome 9041

中文名称

保湿効果、感触改良、乳液やクリー
水素添加大豆リン ム等の乳化、リポソームの形成に適
有
しています。
脂質
外原規適合製品です。

水、レシチン、グリセリ
ン、ペンチレングリコー
ゲル状
ル、トコフェロール、水酸
化Na

SLM2026

概要

Non-GMO大豆由来レシチンを部分
的に加水分解したホスファチジルコ
リン画分です。リゾホスファチジル 有
コリンを80%以上含有していま
す。

表示名称

ホスフォリポン80H
PHOSPHOLIPON 80H

リポソーム化、プレリポソーム化システム
製品名

SLM ECO

外原規名

リゾレシチン、トコフェ
ロール

水素添加天然リン脂質
由来
製品名

大豆

PC含有量

製品名

応用範囲
リポソーム作成

リポソーム作成

概要
中文名称
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。親水性成 有
分のみが対象。COSMOS認証原
料。
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
で実証済み。COSMOS認証原料。

概要

中文名称

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、
クリーム状 基剤として使用可能で、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。

表示名称

概要

中文名称

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
水、エタノール、水添レシチン、コレス
リポソーム原料です。細胞間脂質と同様の働きを持つの
テロール、セラミドNG、セラミドNP、
で、皮膚のバリアー機能を修復して経表皮水分喪失
オレイン酸、パルミチン酸、アスコルビ (TEWL)を抑えます。中国INCI適合。＜推奨配合量：5ン酸Na、EDTA、水酸化Na
10%＞
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有

有

乳化・リポソーム等

COSMOS＆エコサート
COSMOS・エコサート認証原料
メーカー
製品名

有効成分（表示名）

LIPOID
Kosmetik

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
抗炎症、抗菌、抗酸化作用がよく知られています。
リセリン, 水

LIPOID
Kosmetik

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 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
COSMOS
も知られています。
リン, 水

LIPOID
Kosmetik

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 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
COSMOS
グ作用があります。
セリン , 水

LIPOID
Kosmetik

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
COSMOS
グ作用、収れん作用もあります。

LIPOID
Kosmetik

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
COSMOS
す。

LIPOID
Kosmetik

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
COSMOS
です。

LIPOID
Kosmetik

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
抗刺激作用、スージング作用があります。
リン, 水

LIPOID
Kosmetik

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
COSMOS
症、スージング作用も期待できます。

LIPOID
Kosmetik

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
COSMOS
す。

LIPOID
Kosmetik

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
COSMOS
です。収れん作用、クレンジング作用もあります。

LIPOID
Kosmetik

バニラ ハーバソル エコ
Vanilla Herbasol Eco

バニラ果実エキス, グリセリン,
水

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
COSMOS
ださい。）

LIPOID
Kosmetik

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

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。

LIPOID
Kosmetik

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

フランスカイガンショウ樹皮エ
キス, グリセリン, 水

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
COSMOS
セリン抽出エキスです。

LIPOID
Kosmetik

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。

LIPOID
Kosmetik

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, グリセリン, 水

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
COSMOS
ン抽出エキスです。

LIPOID
Kosmetik

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

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

LIPOID
Kosmetik

オーキッド/アーモンドオイル ハーバスフェア
Orchid/Almond Oil Herbaspheres

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（Selfpreserving）の天然、植物由来化粧品用ミルクです。

COSMOS
エコサート

LIPOID
Kosmetik

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, 水
添レシチン, クエン酸
バニラ果実エキス, グリセリン,
水, アーモンド油, 水添レシチン,
クエン酸
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（Selfpreserving）の天然、植物由来化粧品用ミルクです。

COSMOS
エコサート

LIPOID
Kosmetik

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 COSMOS
狙った原料です。
エコサート

LIPOID
Kosmetik

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 COSMOS
狙った原料です。
エコサート

LIPOID
Kosmetik

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 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 COSMOS
した原料です。
ン, カミツレ花エキス, 塩化Na
エコサート

LIPOID
Kosmetik

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
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 COSMOS
ン, ヤグルマギク花エキス, 塩化
した原料です。
エコサート
Na

LIPOID
Kosmetik

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 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 COSMOS
した原料です。
ン, エチナシ根エキス, 塩化Na
エコサート

LIPOID
Kosmetik

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
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 COSMOS
ン, エーデルワイス花/葉エキス,
した原料です。
エコサート
塩化Na

LIPOID
Kosmetik

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
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 COSMOS
ン, オタネニンジン根エキス, 塩
した原料です。
エコサート
化Na

LIPOID
Kosmetik

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 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 COSMOS
した原料です。
ン, チャ葉エキス, 塩化Na
エコサート

ハーバプロテクト NOX
HerbaProtect NOX

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
グリセリン, 水, ザクロ花エキス,
葉のエキスを混合し,濃縮グリセロールによる自己防腐溶媒システ COSMOS
エゴマ葉エキス, テルミナリア
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 エコサート
フェルジナンジアナ果実エキス
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。

ハーバシールド URB
HerbaShield URB

マルトデキストリン、水添レシ 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
チン、オランダガラシ花/葉/茎エ 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
COSMOS
キス、スギナエキス、セイヨウ リア機能を発揮することでAnti-Pollution 用原料として利用可能。
イラクサ葉エキス、塩化Na

LIPOID
Kosmetik

LIPOID
Kosmetik

LIPOID
Kosmetik

LIPOID
Kosmetik

概要

認証
COSMOS

COSMOS

COSMOS

COSMOS

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）産生を向上させ、肌を明るく COSMOS
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
COSMOS
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。

COSMOS＆エコサート
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COSMOS＆エコサート
メーカー

製品名

有効成分（表示名）

概要

認証

LIPOID
Kosmetik

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
COSMOS
。お酢によるpH調整効果、毛髪保護効果、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
Kosmetik

クランベリー プロ
Cranberry Pro

水、グリセリン、クランベリー 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
果実エキス、ソルビン酸K、安息 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 COSMOS
微生物のバイオフィルム形成を選択的に抑制します。
香酸Na、水酸化Na

LIPOID
Kosmetik

ブロッサムハニープロ
Blossom Honey Pro

グリセリン、水、ハチミツエキ
ス

Black locust (Robinia pseudoacacia, Fabaceae)の花から得たオーガ
ニックアカシアハニーからグリセリン-水抽出した原料。浸透圧に COSMOS
よって水を引き寄せる効果をもち、保湿、肌のボリュームアップ効
果が期待できる。

LIPOID
Kosmetik

ケール プロ
Kale Pro

水、グリセリン、ケール葉エキ
ス、ソルビン酸K、安息香酸
Na、クエン酸

スーパーフードであるオーガニックケールのエキス。植物性栄養素
が豊富なことや即効性の強力な抗酸化活性を通じて肌を保護し、肌
COSMOS
のストレス抵抗性を向上させ、均一かつ健康的、つややかな肌の外
観を生み出すことが期待できます。（推奨配合量：0.5-3％ ）

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

天然保湿因子であるグリセロールと水添レシチン中でのシラカバ樹
COSMOS
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
エコサート
より肌を強力に保湿します。即効性と長期の保湿。

グリセリン、水、レシチン、加
水分解野菜タンパク、エゾウコ
ギ根エキス、ペンチレングリ
コール、水酸化Na、トコフェ
ロール

世界初の天然由来のマトリカイン様ペプチド。ヒマラヤスギの種子
に含まれるタンパクを酵素で分解してマトリカイン様作用を示すペ
プチドを作ることに製造しました。さらにリポソームキャリアシス
テムで包接し、グリセリン溶媒中のシベリアニンジンエキスと組み
合わせた防腐剤フリー（ self preserving）の原料です。マトリカイ COSMOS
ンは肌内にも存在し、コラーゲン、エラスチン、フィブロネクチン
といった細胞外マトリクスの産生に携わっています。肌密度を向上
させ、抗シワ、たるみケアに有用。BSB Innovation Prize 2020受
賞。（推奨配合量：0.5-3%）

ヨーグルト（またはヨーグルト
末）

発酵したスイスミルクをスプレードライすることで製造したヨーグ
ルト濃縮物。添加剤や防腐剤フリー。 C OSMOS 認証。
Microbiome friendly 認証。Prebiotic 機能、肌バリアの強化と再生、 COSMOS
敏感肌の鎮静化、肌リフレッシュの即時的感覚が期待できます。
（推奨配合量：0.1-2.0%）

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、油性成分の乳化、リポソーム、ナノエマルション形成に適し COSMOS
ています。COSMOS認証原料。

LIPOID

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 COSMOS
しています。COSMOS認証原料。

LIPOID

PHOSAL 40 IP

レシチン、ヒマワリ種子油、エ
タノール、トコフェロール

油性成分を簡単にリポソーム化可能な空リポソーム。油性成分を真
COSMOS
皮まで浸透させることが可能となる。

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、リポソーム、ラメラ形成に適しています。COSMOS認証 COSMOS
原料。

LIPOID
Kosmetik

LIPOID
Kosmetik

ハイドロゲイン
Hydro-Gain

フィトコーディン
PhytoCodine

ヨーグルトリン
LIPOID Kosmetik/
Yogurtolin
410316.00.2

LIPOID

LIPOID

LIPOID P100-3

LIPOID

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、リポソーム、ラメラ形成に適しています。COSMOS認証 COSMOS
原料。

LIPOID

フォーサル 40IP
PHOSAL 40IP

水、レシチン、ヒマワリ種子
油、エタノール、トコフェロー
ル

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実証済み。

COSMOS

LIPOID

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

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。親水性成分のみが対象。COSMOS
認証原料。

COSMOS

IBR

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- 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
1.1%), グリセリン (50-60%), 水 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 エコサート
果、抗シミ効果も期待できます。（推奨配合量：0.5-2.0%）
(38.9-49.3%)

IBR / 0305

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 COSMOS
サートVer、パラベンフリーVerもあります）

IBR

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

ピタヤ果実エキス, グリセリン,
ベンジルアルコール, 安息香酸

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 COSMOS
す。（推奨配合量：1.0-5.0％）

IBR-CLC concentrated in Squalane

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、
スクワラン, デュナリエラサリナ
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 COSMOS
エキス
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。

IBR-CLC concentrated in jojoba oil

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、
ホホバ種子油,スクワラン,デュナ
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 COSMOS
リエラサリナエキス
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。

IBR

IBR

COSMOS＆エコサート
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COSMOS＆エコサート
メーカー

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、保護効果を兼ねた美白作用、他のactive成分のブース
ホホバ種子油,スクワラン,トマト
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 COSMOS
果実エキス
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

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をもつ熱に安定な天然のカロテノイ COSMOS
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

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 COSMOS
つ。

IBR

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、抗シワ、ライトニング効果、制汗作用が期待でき COSMOS
る原料です。

IBR

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
COSMOS
ダメージから肌や細胞を守ります。（推奨配合量：1.0-3.0％ ）

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 COSMOS
す。（推奨配合量：0.5-2.0％ ）

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- COSMOS
cosmetics North Americaの3つで金賞受賞、Sepawaで3位受賞。
COSMOS認証も取得。

カエサルピニアスピノサ果実エ
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防ぎ、アンチポ
COSMOS
リューション用にも応用可能。毛髪を熱やUVからも保護し、カ
ラーの退色防止効果、ブリーチからの毛髪修復効果もあります。
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）

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 COSMOS
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。（推奨
配合量：1.0-2.0％ ）

Mibelle
ブラック ビーオーム パウダー
Biochemistry/ 602 Black BeeOme pwd

マルトデキストリン、ザイモモ
ナス培養エキス、水、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 COSMOS
ノールを除い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％ ）

Mibelle
Biochemistry

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。肌密度向上でシワを改善する。（防腐剤フ COSMOS
リー）

マルトデキストリン、水、コハ
ク酸

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防ぎ、アンチポ COSMOS
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）

メボウキ毛状根培養エキス、エ
タノール、水

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。5α リダクターゼを阻害かつ真 COSMOS
皮乳頭細胞を刺激することによって脱毛を減少させる手助けをしま
す。

エンドウ芽エキス、イソマル
ト、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
COSMOS
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。

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。 COSMOS
エコサート認証原料です。（推奨配合量：2.0-5.0％）

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
COSMOS
る効果があります。妊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）

ヒマワリ芽エキス (抽出比率
1:8), 安息香酸Na (0.4%)

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- エコサート
5.0％）

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99.8％、オーガニックファーミング原料 エコサート
96.5%（推奨配合量：0.5-2.0％）油溶性タイプの「AquaCacteen
O」もCOSMOS認証品。

IBR

Mibelle
ヴィン-アップリフト
Biochemistry/ 827 Vin-upLift

Mibelle
モスセルテック ナンバーワン
Biochemistry/ 571 MossCellTec No.1

Mibelle
インフラガード パウダー
Biochemistry/ 826 InfraGuard pwd

Mibelle
ブラック ビーオーム
Biochemistry/ 601 Black BeeOme

Mibelle
Biochemistry

Mibelle
Biochemistry /
613

Mibelle
Biochemistry/
846

デンソルフィン
Densorphin

アイスアウェイク
IceAwake

ルートバイオテック HW
RootBioTec HW

アナゲイン パウダー
Ana-Gain pwd

Mibelle
リッパーフェクション
Biochemistry/ 874 LiPerfection O

オー

Mibelle
ダームコム
Biochemistry/ 836 DermCom

Mibelle

Mibelle

サンフラワー シュート アクティブ
Sunflower Shoot Active

アクアカクティーン nc
AquaCacteen nc

概要

認証
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製品名

有効成分（表示名）

Mibelle

リポベルグレイシャー
Lipobelle Glacier

水 (79%; その内アルプス氷河水 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、
COSMOS
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
は52%), レシチン (6%), エタ
エコサート
量：1.0-5.0%、防腐剤フリー）
ノール (15%)

フェミティム
Femitim

セイヨウニンジンボク果実エキ
ス (0.11%), エタノール (19%),
グリセリン (35%), 水 (100%ま
で）

アルパイン ローズ アクティブ
Alpine Rose Active

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
ロドデンドロンフェルギネウム 溶性のエキスです。世界初の老化細胞除去（Senolytics）原料で
エキス (2%), 水 (43%), グリセリ 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 COSMOS
配合量：1.0-3.0%、防腐剤フリー）油溶性タイプの「AlpRose O」 エコサート
ン (55%)
もCOSMOS認証品。

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
トコフェロール (1.0%), レシチン 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％）
(2.5%), グリセリン (40%), 水
(41.45%), 安息香酸Na (0.05%)

エコサート

Mibelle

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 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％）
根エキス (1.7%), 安息香酸Na
(0.3%), 水 (94.6%)

エコサート

Mibelle

リッパーフェクション
LIPerfection

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
シロガラシ芽エキス (15%), 安息
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
香酸Na (0.5%), 水 (84.5%)
エコサート認証原料です。（推奨配合量：2.0-5.0％）

Mibelle

Mibelle

Mibelle

Mibelle
ピノルミン
Biochemistry/ 708 Pinolumin

Mibelle
フィトセルテック MD or
Biochemistry/ 510 PhytoCellTec MD or

概要

認証

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 エコサート
奨配合量：0.5-3.0%、防腐剤フリー）

シモフリマツ木エキス、エタ
ノール、ペンチレングリコー
ル、水

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）からエタノール/水抽出したエキスを利用した化
COSMOS
粧品原料。シミを薄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す。（推奨配合量：2.0％ ）

イソマルト、水、リンゴ果実培
養細胞エキス

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の防腐剤フリー粉末タイプ。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 COSMOS
があります。また真皮幹細胞にも刺激を与え皮膚を熱くする効果
や、毛髪成長刺激も期待できます。

Natura-Tec

ナチュラテック アビシニアンオイル - リファイン
ド
クランベアビシニカ種子油
Natura-Tec Abyssinian Oil - Refined

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、油っぽさのない後感

Natura-Tec

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。ジメチコンの天然の代替物です。油っぽさのない後感を持 COSMOS
ち、最終製品に伸展性を提供します。精製タイプとオーガニックタ エコサート
イプがございます。

Natura-Tec

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。 エコサート
優れた保湿作用を持つ。
オーガニック

Natura-Tec

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、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。

ヒマシ油、水添ヒマシ油、カル
ナウバロウ

COSMOS
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、 エコサート
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 Natural
Product
幅広く応用可能です。
Association

Natura-Tec

ナチュラル ヴァセリン タイプ A
Natural Vaselin Type A

COSMOS
エコサート

COSMOS
エコサート

Natura-Tec

ナチュラル ヴァセリン タイプ B
Natural Vaselin Type B

ヒマシ油、水添ヒマシ油、カル
ナウバロウ、ミツロウ

COSMOS
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 エコサート
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 Natural
Product
です。
Association

Natura-Tec

ナチュラテック プラントシル
Natura-Tec Plantsil

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 COSMOS
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。

Natura-Tec

ナチュラテック プラントシル エキサイト 100
Natura-Tec Plantsil Xcite 100

水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、ヒマシ油、フィトステロー
ルズ

天然由来の低粘度ジメチコン代替。

COSMOS

Natura-Tec

ナチュラテック プラントシル エキサイト 350
Natura-Tec Plantsil Xcite 350

水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、ヒマシ油、フィトステロー
ルズ

天然由来の中粘度ジメチコン代替。

COSMOS

Natura-Tec

ナチュラテック プラントソフト L
Natura-Tec Plantsoft 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
COSMOS
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
エコサート
ます。リップ系への利用に適しています。

Natura-Tec

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

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
COSMOS
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
エコサート
触を提供します。

Natura-Tec

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

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、 COSMOS
マスカラに最適です。
エコサート
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製品名

有効成分（表示名）

概要

認証

Natura-Tec

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
場由来。

エコサート
COSMOS
エコサート
Natural
Product
Association

Natura-Tec

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

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。HotとColdプロセス両方利用可能。HLB = 3±1

Natura-Tec

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

Natura-Tec

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

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

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、 COSMOS
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 エコサート
リューム、髪の弾力やツヤを向上させます。
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
COSMOS
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
エコサート
持ったラジカルスカベンジャーです。

Natura-Tec

ナチュラテック アビソフト
Natura-Tec Abysoft

Natura-Tec

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

Natura-Tec

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
COSMOS
グリセリル、シリンドロテカフ 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
エコサート
合成が著しく上昇します。（推奨配合量：0.5-2.0％）
シホルミスエキス

Natura-Tec

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 COSMOS
Oceanica Extract (申請中)
す。COSMOS認証。
、Phytocholesterol (申請中)

Natura-Tec

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。

Natura-Tec

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 COSMOS
ト、かつ脂っぽくない無水処方を開発するのに役立ちます。

Natura-Tec

ナチュラル LIP
Natural LIP – Lip Intense Pastilles

ポウテリアサポタ種子脂、シア
脂、モクロウ、カルナウバロ
ウ、トコフェロール

融点: 65 – 75°C
Vegan lip care用のペレット状の基剤です。長続き、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。

Natura-Tec

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 : 70 – 80°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。

Natura-Tec

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
COSMOS
スと同等の作用を示します。 COSMOS認証。

Natura-Tec

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

水、ヘマトコッカスプルビアリ
ス

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
アクターで培養して得たエキス。 アポトーシス制御とp53発現抑制 COSMOS
により老化プロセスを抑制 します。

リノール酸等の不飽和脂肪酸を高含有するパッションフルーツのオ
イル、自然界で最もバランスのとれた（オメガ6とオメガ3の比率
が最適な）オイルとされるHemp Seed Oil、パブロバルテリという
EPAとDHAが豊富な微細藻類のエキスの3種を組み合わせた油溶性
COSMOS
原料です。FoxO1は細胞核にとどまり、抗老化や抗アクネタンパク
として機能しますが、バランスの悪いライフスタイルによって核外
へ移行するとニキビの形成につながります。この原料ではこの
FoxO1の核外への移行を阻害し、抗アクネ効果をもたらします。

COSMOS

Natura-Tec

ナチュラテック シーパッション
Natura-Tec SeaPassion

水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、クダモノトケイソウ種子
油、アサ種子油、パブロバルテ
リエキス

PhytoAfrica

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
COSMOS
安定性はオリーブオイルの10 倍高いとされる油です。

サイペラスエスクレンタス根油

Comité de
Agricultura
Ecológica de la
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 Comunidad
Valenciana
フェ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）

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
COSMOS
-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。

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 エコサート
富な浸透性の高い油です。トコフェロール量はオリーブやアルガン USDA
の3-4倍とも言われています。

Tigernuts Traders

Kahai SAS

African Origin
Oils

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

カハイオイル
KAHAI Oil

カラハリメロンシードオイル
Kalahari Melon Seed Oil

COSMOS＆エコサート
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COSMOS＆エコサート
メーカー

製品名

有効成分（表示名）

概要

Antaria /
コードなし

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
COSMOS
の。単独でSPF 50+/PA++++ も再現可能。（推奨配合量：13-46％
）

Antaria /
コードなし

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％ ）

COSMOS

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％ ）

COSMOS

Antaria /
コードなし

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%
COSMOS
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％ ）

Argile Du Velay

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。

Antaria /
コードなし

Argile Du Velay

コスグリーン
CosGREEN™

認証

COSMOS

イライト（75% ± 10）、カオリ
CosGREEN™ は精製度が高く、石英フリー。細胞再生、アンチエ
COSMOS
ン（19% ± 5）、モンモリロナイ
イジング、創傷治癒効果が期待できる（in vitroデータあり）。
ト（6% ± 5）
イライト（85% ± 5）、カオリン
CosNUDE™ は白人の肌や無色のスキンケア処方に最適。
（15% ± 3）
モンモリロナイト（70% ± 5）、
CosPINK™ は全ての肌タイプに適している。CosWHITE™ と
イライト（24% ± 3）、カオリン
CosRED™の混合品。
（6% ± 2）

Argile Du Velay

コスヌード
CosNUDE™

Argile Du Velay

コスピンク
CosPINK™

Argile Du Velay

コスブルー
CosBLUE™

モンモリロナイト（55% ± 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
イライト（45% ± 3）
奨。

Argile Du Velay

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。

COSMOS

Argile Du Velay

コスレッド
CosRED™

イライト（75% ± 5）、カオリン 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
（25% ± 3）
ディケア用。

COSMOS

Argile Du Velay

コスイエロー
CosYELLOW™

イライト（75% ± 5）、カオリン 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 COSMOS
（25% ± 3）
適している。

Argile Du Velay

コスキャラメル
CosCARAMEL™

イライト（60% ± 5）、カオリン
CosCARAMEL™ はマットなスキンケア処方やメイクアップ処方に
COSMOS
（25% ± 3）、モンモリロナイト
最適。
（15% ± 3）

LipoTrue

マーストゥライザー
MARSturizer

COSMOS
COSMOS
COSMOS

水、プロパンジオール、バチル
ス発酵物

地球 上 の 火星 と よ ば れ る スペイン の リオティント 川 に 存在
す る 極限環境 微生物 の 発酵物。 表皮 の カルシウム イオン の
濃度勾配 を 調整 し 、 肌 水分 の 恒常性 を 保 つ 。 UVや IRに よ COSMOS
る DNAダメージ も 防 ぐ。 顔 と ボディ 両方におい て 塗布 か ら
1時間 で 肌 水分、 ハリ、 弾力 を 向上 さ せ 長時間 維持。

LipoTrue

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分以内で COSMOS
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。

LipoTrue

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、ラミニンを COSMOS
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
COSMOS
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。

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 COSMOS
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。

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 COSMOS
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。

LipoTrue

LipoTrue

LipoTrue

アルタリス
ARCTALIS

COSMOS＆エコサート
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その他
Natural Functional Emollients
天然由来ワセリン代替
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。

認証

全成分（表示名称）

概要

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。

Natura-Tec Vegetable
Vaselin
天然由来シリコーン代替
製品名
Natura-Tec
TM
Plantsil

Natura-Tec
Plantsil Xcite 100

COSMOS

Natura-Tec
Plantsil Xcite 350

COSMOS

天然由来のラノリン代替
製品名

天然由来の低粘度ジメチコン代替。
天然由来の中粘度ジメチコン代替。

全成分（表示名称）

概要

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
PlantsoftTM Oil

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
PlantsoftTM Wax

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
TM
Plantsoft L

認証

水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、ヒマシ油、フィトステ
ロールズ
水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、ヒマシ油、フィトステ
ロールズ

その他
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生分解性グリッター（メイク用）：Cosmetic Bio-glitter® Sparkleシリーズ
Size
008 (200μm）

015 (375μm）

040 (1mm）

094 (2.4mm）

水

アルカリ (<9pH)

酸（>pH4）

カルボマー
(5% soln)

エタノール

グリコール

酢酸エチル

アセトン

メチルエチルケト
ン

イソドデカン

シリコン オイル

ミネラルオイル

ヤシ油

Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Silver
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Rose Pink
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Red
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Sahara Gold
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Rose Gold
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Burnt Orange
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Mocha
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Gold
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Spring Green
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Turquoise
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Sky Blue
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Ocean Blue
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Violet
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Fuchsia
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Dark Rose
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Clear
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle White
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Black

006 (150μm）

8301/xxxH.FDA
8354/xxxH.FDA
8310/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8303/xxxH.FDA
8321/xxxH.FDA
8351/xxxH.FDA
8325/xxxH.FDA
8366/xxxH.FDA
8313/xxxH.FDA
8312/xxxH.FDA
8345/xxxH.FDA
8300/xxxH.FDA
8377/xxxH.FDA
8336/xxxH.FDA

004 (100μm）

製品コード
製品名
（xxxは右記参照）

≦120℃
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取扱い可能
特注品として取扱い可能

●
●
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U
S
A

中
国

日
本

オ
ー
ス

韓
国

各国の規制適合
E
U

製品コード
製品名
（xxxは右記参照）
8301/xxxH.FDA
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Silver

●

●L

●

●

●

●

8354/xxxH.FDA

Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Rose Pink

●

●LE

●

●

●

●

8310/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8331/xxxH.FDA
8303/xxxH.FDA
8321/xxxH.FDA
8351/xxxH.FDA
8325/xxxH.FDA
8366/xxxH.FDA
8313/xxxH.FDA
8312/xxxH.FDA

Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Red
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Sahara Gold
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Rose Gold
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Burnt Orange
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Mocha
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Gold
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Spring Green
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Turquoise
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Sky Blue
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Ocean Blue
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Violet
Cosmetic Bio-glitter® Sparkle Fuchsia

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●LE
●LE
●LE
●LE
●LE
●L
●L
●L
●L
●LE
●LE
●LE

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

※色見本はお問い合わせください

熱への耐性

化学物質との相性

●E
●L
●

FDA規制において目の周りへの使用には不適
FDA規制においてリップ製品への使用には不適
規制上問題なし
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耐性あり
条件によっては耐性あり
耐性なし

生分解性グリッター（メイク用）：Cosmetic Bio-glitter® Pureシリーズ
040 (1mm）

096 (2.4mm）

水

アルカリ (<9pH)

酸（>pH4）

カルボマー
(5% soln)

エタノール

グリコール

酢酸エチル

アセトン

メチルエチルケト
ン

イソドデカン

シリコン オイル

ミネラルオイル

ヤシ油

オリーブ油

パーム油
（RSPO)

Cosmetic Bio-glitter® Pure Silver
Cosmetic Bio-glitter® Pure Light Gold
Cosmetic Bio-glitter® Pure Red
Cosmetic Bio-glitter® Pure Autumn Glow
Cosmetic Bio-glitter® Pure Rose Pink
Cosmetic Bio-glitter® Pure Sea Green
Cosmetic Bio-glitter® Pure Ocean Blue
Cosmetic Bio-glitter® Pure Bronze
Cosmetic Bio-glitter® Pure Frost

015 (375μm）

83901/xxxH
83903/xxxH
83910/xxxH
83908/xxxH
83954/xxxH
83923/xxxH
83966/xxxH
83930/xxxH
83900/xxxH

≦120℃

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Size

※色見本はお問い合わせください

015 (375μm）

040 (1mm）

096 (2.4mm）

水

アルカリ (<9pH)

酸（>pH4）

カルボマー
(5% soln)

エタノール

グリコール

酢酸エチル

アセトン

メチルエチルケト
ン

イソドデカン

シリコン オイル

ミネラルオイル

ヤシ油

界面活性剤

Cosmetic Bio-glitter® Pure Opal Rose
Cosmetic Bio-glitter® Pure Opal Mint
Cosmetic Bio-glitter® Pure Opal Aqua
Cosmetic Bio-glitter® Pure Vivid Fuchsia

008 (200μm）

83424/xxxH
83422/xxxH
83421/xxxH
83912/xxxH

熱への耐性

化学物質との相性

006 (150μm）

製品コード
製品名
（xxxは右記参照）

熱への耐性

化学物質との相性

008 (200μm）

製品コード
製品名
（xxxは右記参照）

006 (150μm）

Size

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

取扱い可能
特注品として取扱い可能
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●
●
●

耐性あり
条件によっては耐性あり
耐性なし

UV

●
●
●
●

120℃

●
●
●
●

CFF社

SENSOCELシリーズ一覧表

2020年7月17日
エイチ・ホルスタイン株式会社

Type

Product

Ø particle size

particle shape

由来

WBC

OBC

g/ g/l INCI

表示名称

POWDEWRS

SENSOCEL® 5

1-7 μm

micro-fine fiber powder

ブナ

ca. 5.3

ca. 3.4

< 240 Microcrystalline Cellulose

結晶セルロース

6

POWDEWRS

SENSOCEL® 8

6-12 μm

micro-fine fiber powder

ブナ

ca. 4.2

ca. 2.6

< 240 Microcrystalline Cellulose

結晶セルロース

6

POWDEWRS

SENSOCEL® 10

18 μm

fine fiber powder

ブナ

ca. 3.8

ca. 2.5

> 240 Cellulose

セルロース

8

POWDEWRS

SENSOCEL® bc 20

20 μm

fine fiber powder

竹

ca. 3.8

ca. 2.5

> 240 Cellulose (Bambusa Arundinacea) or Bambusa Arundinacea Stem Powder

セルロース

8

POWDEWRS

SENSOCEL® 30

35 μm

fiber powder

ブナ

ca. 4.0

ca. 3.2

> 190 Cellulose

セルロース

8

POWDEWRS

SENSOCEL® oc 30

35 μm

fiber powder

カラスムギ

ca. 5.0

ca. 2.8

> 220 Cellulose (Avena sativa)

セルロース

8

POWDEWRS

SENSOCEL® wc 30

35 μm

fiber powder

コムギ

ca. 4.5

ca. 2.6

> 175 Cellulose (Wheat)

セルロース

8

POWDEWRS

SENSOCEL® bc 40

50 μm

fiber powder

竹

ca. 4.0

ca. 3.0

> 260 Cellulose (Bambusa Arundinacea) or Bambusa Arundinacea Stem Powder

セルロース

8

FIBRES

SENSOCEL® 90

60μm

fine fiber

ブナ

ca. 4.5

ca. 3.5

> 170 Cellulose

セルロース

8

FIBRES

SENSOCEL® oc 50

50-100μm

fine fiber

カラスムギ

ca. 3.5

ca. 3.0

> 260 Cellulose (Avena sativa)

セルロース

8

FIBRES

SENSOCEL® bc 90

80μm

fine fiber

竹

ca. 5.0

ca. 4.0

> 160 Cellulose (Bambusa Arundinacea) or Bambusa Arundinacea Stem Powder

セルロース

8

FIBRES

SENSOCEL® wc 90

80μm

fine fiber

コムギ

ca. 5.2

ca. 3.1

> 180 Cellulose (Wheat)

セルロース

8

FIBRES

SENSOCEL® wc 90OC

80μm

fine fiber

コムギ

ca. 4.9

ca. 3.2

>

セルロース

FIBRES

SENSOCEL® oc 90

85μm

fine fiber

カラスムギ

ca. 5.0

ca. 3.0

> 210 Cellulose (Avena sativa)

セルロース

8

FIBRES

SENSOCEL® 150

120μm

fiber

ブナ

ca 4.9

ca. 3.5

> 140 Cellulose

セルロース

4

FIBRES

SENSOCEL® oc 200

250μm

fiber

カラスムギ

ca. 7.0

ca. 5.0

> 95

Cellulose (Avena sativa)

セルロース

4

FIBRES

SENSOCEL® scc 200

250μm

fiber

サトウキビ

ca. 8.5

ca. 4.0

~ 65

Cellulose

セルロース

4

FIBRES

SENSOCEL® 200

300μm

fiber

ブナ

ca 8.0

ca. 6.9

> 40

Cellulose

セルロース

4

FIBRES

SENSOCEL® bc 200

350μm

fiber

竹

ca. 8.5

ca. 5.9

> 50

Cellulose (Bambusa Arundinacea) or Bambusa Arundinacea Stem Powder

セルロース

4

FIBRES

SENSOCEL® bc 1000

700μm

fiber

竹

ca. 12.5 ca. 8.3

> 30

Cellulose (Bambusa Arundinacea) or Bambusa Arundinacea Stem Powder

セルロース

3

SCRUBS

SENSOCEL® 30G

50 μm

micro fine granule

ブナ

ca. 4.0

ca. 2.9

> 280 Cellulose

セルロース

8

SCRUBS

SENSOCEL® 30S

50 μm

micro fine granule

ブナ

ca. 3.1

ca. 2.3

> 380 Cellulose

セルロース

8

SCRUBS

SENSOCEL® oc 30G

50 μm

micro fine granule

カラスムギ

ca. 4.5

ca. 2.5

> 250 Cellulose (Avena sativa)

セルロース

8

SCRUBS

SENSOCEL® wc 30G

50 μm

micro fine granule

コムギ

ca. 4.8

ca. 2.8

>

セルロース

8

SCRUBS

SENSOCEL® 100G

100 μm

granule

ブナ

ca. 3.5

ca. 2.5

> 300 Cellulose

セルロース

8

SCRUBS

SENSOCEL® cc 200

110 μm

granule

トウモロコシ ca. 3.5

ca. 2.2

> 300 Zea Mays Cob Powder

トウモロコシ穂軸

8

SCRUBS

SENSOCEL® wc 200G

250 μm

granule

コムギ

ca. 4.5

ca. 2.8

>

セルロース

SCRUBS

SENSOCEL® ac 401

300 μm

fiber

リンゴ

ca. 4.5

ca. 1.8

> 380 Pynus Malus Fiber

リンゴ繊維

8

SCRUBS

SENSOCEL® 200G

300 μm

granule

ブナ

ca. 3.7

ca. 2.9

> 300 Cellulose

セルロース

8

SCRUBS

SENSOCEL® 200G green

300 μm

granule

ブナ

ca. 3.8

ca. 2.5

~ 400 Cellulose, Shellac, CI 77288

セルロース、セラック、酸化クロム

8

SCRUBS

SENSOCEL® 200G orange

300 μm

granule

ブナ

ca. 3.8

ca. 2.4

~ 405 Cellulose, Shellac, CI 77492, CI77491

セルロース、セラック、酸化鉄

8

SCRUBS

SENSOCEL® 200G red

300 μm

granule

ブナ

ca. 4.0

ca. 2.4

~ 395 Cellulose, Shellac, CI 77491

セルロース、セラック、酸化鉄

8

SCRUBS

SENSOCEL® 200G yellow

300 μm

granule

ブナ

ca. 4.0

ca. 2.6

~ 405 Cellulose, Shellac, CI 77492

セルロース、セラック、酸化鉄

8

SCRUBS

SENSOCEL® cc 300

300-700 μm

granule

トウモロコシ ca. 3.2

ca. 1.7

> 430 Zea Mays Cob Powder

トウモロコシ穂軸

8

SCRUBS

SENSOCEL® 400G

400-850 μm

granule

ブナ

ca. 3.9

ca. 2.7

> 400 Cellulose

セルロース

4

SCRUBS

SENSOCEL® cc 400

500-800 μm

granule

トウモロコシ ca. 2.5

ca. 1.8

> 420 Zea Mays Cob Powder

トウモロコシ穂軸

8

SCRUBS

SENSOCEL® cc 500

950 μm

granule

トウモロコシ ca. 3.3

ca. 1.7

> 450 Zea Mays Cob Powder

トウモロコシ穂軸

8

SCRUBS

SENSOCEL® cc 600

1900 μm

granule

トウモロコシ ca. 2.8

ca. 2.0

> 470 Zea Mays Cob Powder

トウモロコシ穂軸

8

Cellulose (Wheat)

Cellulose (Wheat)

Cellulose (Wheat)

WBC: Water binding capacity in g water / g
OBC: Oil binding capacity ing oil / g

※ブナや竹由来の多機能な生分解性セルロースです。テクスチャー改善やスプレータイプにも適した粉末タイプ、マスカラや
ゴマージュ等に適したファイバータイプ、肌を傷つけずに優れた洗浄力を発揮するスクラブタイプがございます。
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入り目(kg)

H. Holstein Co., Ltd.
エイチ・ホルスタイン株式会社
102-0074 東京都千代田区九段南 2-4-11
Tel. 03 5213 5541

Fax 03 5213 5549

info@holstein.co.jp
http://www.holstein.co.jp/

