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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ビオカ タラ イ ザープラセンタ APF(SW)

（F-PE-APF） 

〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL S.A.〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス 

細胞賦活、抗老化、美白、保湿  ※パラ ベンフリーバージョ ン   

プラ センタエキス,水,フェ ノキシ

エタノール  

ビオカ タラ イ ザープラセンタ APF(SW)

（M-PE-APF） 

〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL S.A.〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス 

細胞賦活、抗老化、美白、保湿  

プラ センタエキス,水,メチルパ

ラ ベン   

ビオカ タラ イ ザープラセンタ APF(SW)

（T-PE-APF) 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス 

細胞賦活、抗老化、美白、保湿  ※パラ ベンフリーバージョ ン   

プラ センタエキス,水,エタノー

ル,BG,フェ ノキシエタノール  

ビオカ タラ イ ザープラセンタ CH 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たウマ由来プラ センタエキス 

線維芽細胞賦活、メラ ノーマ細胞のメラ ニン産生に対する作用 

水,プラ センタエキス,フェ ノキシ

エタノール  

プラ センタエキスＢＤ（ＳＷ） 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス(国内調整品) 

細胞賦活、抗老化、美白、保湿 

プラ センタエキス,水,ペンチレ

ングリコール,フェ ノキシエタノ

ール 

 

セラ イ ル 

〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL S.A.〕 

ラ イ ムギ由来植物プラ センタエキス 

B-16 メラ ノーマ細胞のメラ ニン合成抑制 

ラ イ ムギ胎座培養エキス液,

水,フェ ノキシエタノール 

※本品はキャリーオーバー成分として、

クエン酸、コハク酸、尿素を適量含みま

す。 

 

チトカ タラ イ ザー 

〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL S.A.〕 

核酸、核酸関連物質、生体賦活物質を高含有する酵母エキ ス 

コラ ーゲン産生促進、弾力性改善、表皮細胞賦活、細胞増殖

&呼吸促進、皮脂分泌コントロール、美白 

サッカ ロミセス溶解質エキス,

水,メチルパラ ベン   

チトカ タラ イ ザー BG30 

〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL S.A.〕 

核酸・核酸関連物質・生体賦活物質を高含有する酵母エキ ス 

コラ ーゲン産生促進、弾力性改善、表皮細胞賦活、細胞増殖
&呼吸促進、皮脂分泌コントロール、美白 

サッカ ロミセス溶解質エキス,

水,BG  

コビオリペア WGC 
〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

ブタサイ タイ エキス 
硫酸化グリコサミノグリカ ンと高分子と低分子ヒアルロン酸を

両方含有、細胞増殖&修復、フィブロネクチン&コラ ーゲン合成
促進、活性酸素(ROS)抑制 

水,サイ タイ エキス,フェ ノキシエ
タノール  

VITACELL LS 7979 

〔製造元：BASF Group〕 

活力を与える酵母エキス 

表皮の ATP(アデノシン三リン酸)を再生成、酸素摂取を向上さ
せることにより細胞代謝を促進 

マンニトール,酵母エキス, 

EDTA-2Na,リン酸 2Na,コハク
酸 2Na,リン酸 K 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ACTIWHITE PW LS 9860 

〔製造元：BASF Group〕 

エンドウエキスおよびジラ ウリン酸スクロースの相乗作用によ

る美白複合体 
アジアに 特化した美白剤、最強ベンチマー クに匹敵する臨床

効果、実証された加齢ジミ改善作用 

マルトデ キ ストリン ,ジラ ウリン

酸スクロース,ココイ ルグルタミ
ン酸 Na,エンドウエキス 

 

CYTOVECTOR FERULIC (L00018) 
〔製造元：BASF Group〕 

【BASF デリバリー・システム シリーズ】抗シミカ プセル 
粒径：100～400 ㎚、フェ ルラ 酸を 2%含有、抗シミ、メラ ニン生

成阻害、肌の色調を明るくする  

水,BG,レシチン ,フェ ルラ 酸,  
ラ ウルジモニウムヒドロキシプ

ロピル加水分解ダイ ズタンパ
ク,ヒドロキシエチルセルロー

ス,フェ ノキシエタノール 

 

DERMAWHITE WF C (BC10046) 

〔製造元：BASF Group〕 

白い花をつける植物のエキスをブレンドした美白原料 

メラ ニン産生阻害、濃いフォ トタイ プにおけるシミを減らす効

果、新興国の美白ニーズ対応原料 

水,酒石酸,EDTA-2Na,硫酸

Na,ピロ亜硫酸 Na,グリセリ

ン ,BG,ユキノシタエキス,パパ

イ ヤ果実エキス,グアバ果実エ

キス 

 

LUMINIA GRANATUMPRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

ザクロ幹細胞を培養し得られたナチュラ ルブースター 

エラ グ酸や没食子酸などのポリフェ ノール類を特徴的に含む

優れた抗酸化原料 

マルトデキストリン ,ザクロ種子

細胞培養溶解質  

SBG-24 
 

油溶性ビタミン C 内包セラ フォ ース® 
独自の特殊製法により天然セラ ミド(セレブロシド)に油溶性ビ

タミン C を内包 

グリセリン ,テトラ ヘキシルデカ
ン酸アスコルビル,セレブロシ

ド,ペンチレングリコール 

 

SBG-500 

 

油溶性ビタミン C 内包レシチンリポソーム 

独自の特殊製法によりレシチンに油溶性ビタミン C を内包 

グリセリン ,テトラ ヘキシルデカ

ン酸アスコルビル,水添レシチ

ン ,ペンチレングリコール 

 

X50 フォ トグロー 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

線維芽細胞増殖因子(FGF)受容体結合ペプチドを DDS に用

い、有効成分をムダなく届けるよう設計された画期的原料 

内包されているクロレラ エキスが光エネルギーを吸収し、ATP

増加、細胞活性化 

（乳酸／グリコール酸）コポリ

マー,クロレラ エキス,ポリビニ

ルアルコール,パルミチン酸ヘ

プタペプチド−15 

 

コビオホワイ ト 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

ホワイ トニングや抗酸化、アンチエイ ジング効果を兼ね備えた

植物由来原料 

チロシナーゼ活性抑制、酸化抑制、MMP-9&MMP-2 抑制、皮

膚色アップ、シミ減少、シミの大きさ減少 

水,グリセリン ,ポリソルベート２

０,ハマメリス葉エキス,コリアン

ダー果実エキス,オリーブ果実

エキス 

 

チトカ タラ イ ザー W 

〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL 
S.A.〕 

核酸・核酸関連物質・生体賦活物質等を極めて多く含有する

酵母エキス 
チトカ タラ イ ザー美白強化バージョ ン 

サッカ ロミセス溶解質エキス,

水,メチルパラ ベン   

ビオカ タラ イ ザープラセンタ APF(SW)

（F-PE-APF） 
〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL 

S.A.〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス 
細胞賦活、抗老化、美白、保湿  ※パラ ベンフリーバージョ ン   

プラ センタエキス,水,フェ ノキシ

エタノール  

ビオカ タラ イ ザープラセンタ APF(SW)

（M-PE-APF） 

〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL 
S.A.〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス 

細胞賦活、抗老化、美白、保湿 

プラ センタエキス,水,メチルパ

ラ ベン   

ビオカ タラ イ ザープラセンタ APF(SW)

（T-PE-APF) 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス 

細胞賦活、抗老化、美白、保湿  ※パラ ベンフリーバージョ ン   

プラ センタエキス,水,エタノー

ル,BG,フェ ノキシエタノール  

ビオカ タラ イ ザープラセンタ CH 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たウマ由来プラ センタエキス 

線維芽細胞賦活、メラ ノーマ細胞のメラ ニン産生に対する作

用 

水,プラ センタエキス,フェ ノキシ

エタノール  
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

プラ センタエキスＢＤ（ＳＷ） 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

独自の製法「ビオスチムレーター型低温抽出法」により抽出し

たブタ由来プラ センタエキス(国内調整品) 
細胞賦活、抗老化、美白、保湿 

プラ センタエキス,水,ペンチレ

ングリコール,フェ ノキシエタノ
ール 

 

ホウセンカ エキス PD 
〔製造元：有限会社ティー・シー・ファ ル

マ〕 

ホウセンカ の全草(地上部)から抽出されたエキス 
アレルギー肌改善、アトピー肌改善、抗掻痒、保湿、抗にき

び、育毛 ※エタノールフリー 

水,BG,ペンチレングリコール,
ホウセンカ エキス  

ホウセンカ エキス TCP 
〔製造元：有限会社ティー・シー・ファ ル

マ〕 

ホウセンカ の全草(地上部)から抽出されたエキス 
アレルギー肌改善、アトピー肌改善、抗掻痒、保湿、抗にき

び、育毛 

水,エタノール,ホウセンカ エキ
ス  

ホワイ トティエキス 
〔製造元：新日本薬業株式会社〕 

チャ葉エキス 
美白効果  

水,BG,チャ葉エキス 
 

オオバナサルスベリ抽出液 
〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

バナバ葉由来エタノール抽出エキス 
美白、抗シワ、はり・つや、収斂、荒れ肌防止、育毛、５αリダ

クターゼ阻害 

エタノール,水,オオバナサルス
ベリ葉エキス  

ムラ ヤコエンジー抽出液 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

ムラ ヤコエンジー茎・葉軸由来エタノール抽出エキス 

収斂、美白、抗酸化、皮膚保護、はり、つや  

エタノール,水,ムラ ヤコエンジ

ーエキス  

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ARGATENSYL LS 9735 

〔製造元：BASF Group〕 

アルガン オイ ルケーキ の抽出物、お 疲れ肌をあ っという間に

引き締める  

即効性の引き締め効果(最大 6 時間持続)、シワの改善 

水,アルガニ アスピノ サ核エキ

ス,ココイ ルグルタミン酸 Na,カ

ルボマー,フェ ノキシエタノール 

 

CYLASPHERE RETINOL (C00479) 

〔製造元：BASF Group〕 

【BASF デリバリー・システム シリーズ】カ プセル化レチノール 

粒径：5～50 ㎛、レチノール 0.9～1.7%含有、膜のゆっくりとした

消化によって内包レチノールを徐々に放出 

水 ,BG, レチノ ー ル,ペンチ レン

グリコール,カ ルボ マー, ダイ ズ

油 , トコフェ ロー ル, アラ ビ アゴ

ム,アルギン酸 PG 

 

DELINER (A00199) 

〔製造元：BASF Group〕 

北海道産トウモロコシエキス 

フィブロネクチンの合成、細胞移動&増殖促進、抗シワ、高肌

密度 

水,BG,ペンチレングリコール,ト

ウ モロ コシエキ ス,キ サン タン

ガム 

 

EPIGENIST LS 10003 

〔製造元：BASF Group〕 

バンバラ マメの水溶性エキス 

表皮の若返り、表皮の厚みの増加、小ジワ 減少、肌の艶改善 

マルトデキストリン ,バンバラ マ

メ種子エキス  

HYALUFIX GL（A00102） 

〔製造元：BASF Group〕 

タイ のジンジャー葉由来水溶性エキス 

ヒアルロナーゼ合成促進、高分子量ヒアルロン酸合成、リンク

ル・フィリング、ホウレイ 線改善 

水 ,BG, ナン キョ ウソウ エキ ス ,

ペンチレングリコール ,キ サン

タンガム,トリ(カ プリル酸／カ プ

リン酸)グリセリル 

 

HYALURONIC FILLING SPHERES 

（C00498） 

〔製造元：BASF Group〕 

ヒアルロン酸の無水ミクロスフィア 

深いシワを改善、ロング・ラ スティング保湿 

パルミチン酸エチ ルヘキ シル,

トリヒドロキ システアリン , ヒア

ルロン酸 Na 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ULTRA FILLING SPHERES (C00487) 

〔製造元：BASF Group〕 

ヒアルロン酸とコンニャクグルコマンナンの無水ミクロスフィア 

吸水性および膨潤力を強化、長時間保湿、小ジワ や深いシワ
を滑らかにする  

パルミチン酸エチ ルヘキ シル,

トリヒドロキ システアリン , ヒア
ルロン酸 Na,グルコマンナン  

 

LINEFACTOR C（A00314） 
〔製造元：BASF Group〕 

エクアドル産ハイ ビスカ スの水溶性エキス 
FGF-2 保護、真皮の厚み回復、アクアポリン 3&フィラ グリン合

成、肌のキメと弾力改善、カ ラ スの足跡シワ減少 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル , 
トロロアオイ モドキエキス,キサ

ンタンガム 

 

LOX-AGE (A00327) 
〔製造元：BASF Group〕 

チコリー葉由来水溶性エキス 
LOX 生成促進、表皮の構造& 結合回復、抗シワ 、毛穴改善、

肌弾力改善 

水,キクニガナ 葉エキ ス,ヘキシ
レングリコー ル,カ プリリルグリ

コール,キサンタンガム 

 

MYOXINOL LS 9736 

〔製造元：BASF Group〕 

加水分解オクラ 種子タンパク質 

抗酸化、表情ジワ改善 

加水分解オクラ 種子エキ ス , 

デキストリン   

NEUROBIOX (A00112) 

〔製造元：BASF Group〕 

ヨーロッパに生育するセイ ヨウノコギリソウ(ヤロウ)の水溶性エ

キス 
グリコール酸に匹敵、表皮再生& 厚み回復、肌の艶改善、抗

シワ、毛穴の大きさを減らし肌を滑らかにする  

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,

セイ ヨウノ コギ リソウ エキ ス , 
キサンタンガム 

 

VEGESERYL HGP LS 9874 

〔製造元：BASF Group〕 

高分子の大豆天然タンパク質 

抗シワ、引き締め、肌柔軟化、鎮静、肌の弾力性としなやかさ

を向上 

水 , ダイ スタン パク , 安息香酸

Na,ソルビン酸 K,カ プリリルグ

リコー ル,ココイ ルグルタミン酸

Na,エチルヘキシルグリセリン  

 

CENTEVITA® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

アシアチコシド 、アシアチン酸、マデカ ッソシド、マデカ シン酸を

45％以上含むツボクサ標準化エキス 

抗光老化、抗炎症、DNA 保護、抗糖化、抗シワ作用、エコサ

ート対応、マダガスカ ル産 

ツボクサ葉エキス 
 

SILIPHOS® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

マリアアザミ由来、シリビン様物質含有 

抗シワ、レチノール様作用 

※ハラ ール対応 ※コーシャー対応 

レシチン  又は  ホスファ チ ジ

ルコリン ,シリビン   

セラ フォ ース®レチノールプラ ス レチノール内包セラ フォ ース® 

独自の特殊製法により天然セラ ミド(セレブロシド )にレチノー

ルを内包し、レチノールを安定的且つ簡便に処方化 

グリセリン ,トリ (カ プリル酸／カ

プリン酸 )グ リセリル, セレブロ

シド ,ペンチレング リコー ル, レ

チ ノ ー ル , グ ル コ シ ル ル チ

ン ,BHT 

 

SBG-HA25 

 

スクワラ ン、ヒアルロン酸 Na 内包セラ フォ ース® 

独自の特殊製法により天然セラ ミド(セレブロシド)にスクワラ ン

とヒアルロン酸を内包、肌内部で保湿力を高める  

グリセリン ,セレブロシド,スクワ

ラ ン ,ペンチレング リコール , ヒ

アルロン酸Ｎａ 

 

X50 アンチエイ ジング 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

線維芽細胞増殖因子(FGF)受容体結合ペプチドを DDS に用

い、有効成分をムダなく届けるよう設計された画期的原料 
 内包されている特異的なペプチドがコラ ーゲン&エラ スチン合

成促進、目元のシワ改善、皮膚弾力性改善 

（乳酸／グ リコー ル酸）コポリ

マー,ポリビニルアルコール,デ
キストラ ン ,パルミチン酸ヘプタ

ペプチド-15,パントテン 酸ヘプ

タペプチド-14 銅 

 

X50 ミオセプト 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

神経細胞表面のオピオイ ド受容体結合ペプチドを DDS に用

い、有効成分をムダなく届けるよう設計された画期的原料 
内包されている特異的なペプチドが神経細胞の興奮を最小限

にし、表情ジワを抑制 

（乳酸／グ リコー ル酸）コポリ

マー, パルミトイ ルヘ キサペプ
チ ド -52, ポ リビ ニ ルアルコー

ル,パルミトイ ルヘプタペプチド
-18 

 

ゴールデンコラ ゲニン  

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

ECM への有用性が期待される合成ペプチドを金粒子に結合 

Ⅰ型&Ⅲ型コラ ーゲンの合成促進、弾力性& 保湿改善、シワ
減少 

  

水,アセチ ルヘプタペプチド-9,

コロイ ド性金, フェ ノキシエタノ
ール  
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

プラ チナ MatrixEM 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

ECM への有用性が期待される合成ペプチドを白金(プラ チナ)

粒子に結合 
Ⅰ型&Ⅲ型コラ ーゲンの合成促進、弾力性& 保湿改善、シワ

減少 
  

水,アセチルテトラ ペプチド-17,

コロイ ド性白金, フェ ノキシエタ
ノール  

 

コビオリフト 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

キノアの種子から抽出したポリサッカ ラ イ ド 

即時的なリフティング効果、シワ改善 

キノア種子エキス 
 

アーモンドリペア 

 

コラ ーゲンとほぼ同じ分子量 (約 30 万ダルトン )のアー モンド糖

タンパク 

長時間水分保持、荒れ肌& 敏感肌の柔軟化と修復、ケラ チノ
サイ ト細胞再生・栄養強化、毛髪柔軟化&修復 

水,グリセリン ,BG, アー モンドタ

ンパク, フェ ノキシエタノ ール,メ

チルパラ ベン ,エチルパラ ベン 

 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

DERMAGENIST PW (BC10004) 

〔製造元：BASF Group〕 

エピジェ ネティックパターンをリセットし、皮膚を再活性化させ

る、マヨラ ナ葉由来 100%天然原料 

アクチン合成、環境影響によるメチル化低減、コラ ーゲン産生

と機能強化、真皮強化、皮膚密度とハリ改善 

マルトデキ ストリン ,マヨラ ナ葉

エキス  

DERMICAN PW LS 9838 

〔製造元：BASF Group〕 

合成テトラ ペプチド 

ルミカ ンおよびコラ ーゲン合成促進、皮膚の厚みとハリの改善 

マンニトール,アセチルテトラ ペ

プチド-9  

ELESTAN PW LS 9879 

〔製造元：BASF Group〕 

西アフリカ 産マニルカ ラ ムルチネルビス葉エキス 

コラ ーゲンの抗糖化&抗エラ スターゼ、GAGs 合成促進、肌の

引き締め&ストレッチマーク減少 

マニ ルカ ラ ムルチネルビ ス葉

エキス,マルトデキストリン    

OLIGOLIN (BC10028) 

〔製造元：BASF Group〕 

高濃度オリゴ糖を含んだ加水分解アマ種子エキ ス 

表皮の厚み回復、ヒアルロニターゼ阻害、線維芽細胞増殖、 

I 型&Ⅲ型コラ ーゲン合成、潤い改善、ハリ改善 

加水分解アマ種子エキス 
 

PROTEASYL PW PSE LS 8951 

〔製造元：BASF Group〕 

エンドウマメから精製された独自のポリペプチド 

コラ ーゲン&GAGs& エラ スチン合成、抗エラ スターゼ、パール
カ ン&シンデカ ン-1 合成、肌の弾力とハリ改善 

エンドウエキス, シクロデキ スト

リン   

SPECI'MEN （BC10001） 

〔製造元：BASF Group〕 

初の男性肌専用有効成分 

明らかに 活力を取り戻した印象へ、肌のハリ改善、ホウレイ 線
の深さを低減 

水,グリセリン ,加水分解バオバ

ブエキス  

SYNIORAGE PW LS 9847 
〔製造元：BASF Group〕 

合成テトラ ペプチド 
シンデカン-1&17 型コラ ーゲン合成促進、肌のハリ&弾力性向
上、シニア世代のための整った肌の質感 

マンニトール,アセチルテトラ ペ
プチド-11  

LYS'LASTINE V (A00077) 

〔製造元：BASF Group〕 

イ ノンド(ディル)の水溶性エキス 

LOXL 合成促進、エラ スチン機能性再現、弾力回復、顔の輪

郭を整え表情ジワを滑らかにする効果 

水,BG,イ ノンドエキス,ペンチレ

ングリコール,キサンタンガム  

SERICOSIDE 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

セリコシドが 76％以上含まれるテルミナリアセリセアから単離

抽出されたサポニン  

肌のたるみ、シワ、目のクマ、アイ バッグ改善 

セリコシド 又は テルミナ リア

セリセア樹皮／根エキス  
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

GINSELECT® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

オタネニンジン由来 

肌弾力性改善 ※ハラ ール対応  

オタネニンジン根エキス、加水

分解コーンスターチ   

ムラ ヤコエンジー抽出液 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

ムラ ヤコエンジー茎・葉軸由来エタノール抽出エキス 

収斂、美白、抗酸化、皮膚保護、はり・つ や 

エタノー ル, 水,ムラ ヤコエンジ

ーエキス  

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

PHYTOKINE (A00287) 
〔製造元：BASF Group〕 

独自のバイ オテクノロジーにより改変された大豆エキス 
コラ ーゲン&GAGs 合成促進-年齢に 応じて高まる効果、表皮

脂質合成促進(バリア強化)、引き締め作用 

加水分解ダイ ズ タンパク ,BG,
ペンチレングリコー ル,1，2-ヘ

キサン ジオー ル,カ プリリルグ
リコール 

 

RELIPIDIUM (A00265) 

〔製造元：BASF Group〕 

バイ オ発酵(Lactobacillus 株)させた酵母加水分解物 

表皮の菌活に ！表皮ブドウ球菌と黄色ブドウ球菌のバラ ンス

を回復し、皮膚の乾燥改善 

加水分解酵母タンパク,BG,ペ

ンチレングリコール  

SPHINGOCERYL VEG LS 9948 

〔製造元：BASF Group〕 

ヒマワ リから得られたセラ ミド 、糖脂質およびリン脂質の最適

化された脂質複合体 

皮膚のバリア機能強化、肌の不快感を改善、肌の微小起伏

の構築および修復 

オクチルドデカ ノール,水添ココ

グ リセリル, ヒマワリ種子エキ

ス,酢酸トコフェ ロール 

 

OMEGABLUE® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

北欧の森林に 自生するビルベリー由来、アン トシアニンの他

にもオメガ 6 とオメガ 3 を最適な比率で含有 

皮膚のバリア機能を回復、赤みやかゆみ等の軽減、ヘアダメ

ージ軽減 

ビルベリー種子油 
 

ビオセラ ミド CH 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

天然セラ ミド純末 

バリア機能の修復、アトピー肌の改善 

セレブロシド 
 

ビオセラ ミド WS1 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

天然セラ ミド 1％分散液 

天然セラ ミド(セレブロシド )のハンドリング性を改善、バリア機

能の修復、アトピー肌の改善 

水,BG,セレブロシド,キサンタン

ガム,メチルパラ ベン   

ビオセラ ミド WS1-BG 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

天然セラ ミド 1％分散液 

天然セラ ミド(セレブロシド )のハンドリング性を改善、バリア機

能の修復、アトピー肌の改善 

水,BG,セレブロシド,キサンタン

ガム  

ビオセラ ミド WS1N-BG 

 

天然セラ ミド 1％ナノ分散液 

天然セラ ミド(セレブロシド )のハンドリング性を改善、バリア機
能の修復、アトピー肌の改善 

水,BG,セレブロシド,キサンタン

ガム  

ビオセラ ミド 4G 

 

天然セラ ミド 4％ナノ分散体 

天然セラ ミド(セレブロシド)を独自の特殊製法によりナノ化 

グリセリン ,セレブロシド  
 

ミルクセラ ミド 4G 

 

ミルクセラ ミド 4％ナノ分散体 

スフィンゴミエリンを成分とするミルクセラ ミド の粉体を独自の

特殊製法によりナノ化 

グリセリン ,乳エキ ス,乳糖,スフ

ィンゴミエリン   
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ミルクセラ ミド 1G 

 

ミルクセラ ミド 1％ナノ分散体 

スフィンゴミエリンを成分とするミルクセラ ミド の粉体を独自の

特殊製法によりナノ化 

グリセリン ,乳エキ ス,乳糖,スフ

ィンゴミエリン   

リペックスシアトリス/Lipex Shea Tris 

〔製造元：AAK〕 

シア由来の有効成分 

シアバター のトリテルペンエステルを 60％に濃縮、抗老化作

用やバリア機能の強化、炎症・痒みの軽減に 

シア脂エキス 
 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ARGANYL LS 9781 
〔製造元：BASF Group〕 

アルガンの葉由来のフラ ボノイ ド、環境ストレスからの包括的
な保護 

紫外線および活性酸素種や活性カ ルボニ ル種からの保護、
皮膚高分子の保護、抗炎症、弾力改善 

水,グリセリン ,アルガニ アスピ
ノサ葉エキ ス, フェ ノキシエタノ

ール 

 

ARGANYL PW LS 9830 

〔製造元：BASF Group〕 

アルガンの葉由来のフラ ボノイ ド、環境ストレスからの包括的

な保護 

紫外線および活性酸素種や活性カ ルボニ ル種からの保護、

皮膚高分子の保護、抗炎症、弾力改善 

アルガニアスピノ サ葉エキ ス,

マルトデキストリン   

INHIPASE (A00052) 

〔製造元：BASF Group〕 

中国の葛根から得られた鎮静作用のあるエキス 

皮膚の炎症緩和、皮膚の不快感を和らげる、敏感肌の 3 つの

主な症状に対する効果：紅斑、シミ、乾燥症 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,

クズ根エキス  

EPERLINE PW LS 9627 

〔製造元：BASF Group〕 

南米産エペルアファ ルカ タ樹皮エキス 

抗炎症性老化、加齢に 伴う慢性的な微小炎症と闘う 、表皮バ

リア機能の改善 

マルトデキ ストリン ,エペ ルアフ

ァ ルカ タ樹皮エキス  

DN-AGE PW PSE LS 9827 

〔製造元：BASF Group〕 

ハネセンナ葉エキス 

肌の包括的な若返りのための保護、本来の DNA 修復システ

ムをサポート、光老化防止効果 

マルトデキストリン ,ハネセンナ

葉エキス  

LYS' SUN (BC10006) 

〔製造元：BASF Group〕 

日光弾性線維症から肌を守るシールド 

紫外線に 対する生物学な防御力および慢性的な日光暴露に
よる｢日光弾性線維症｣を修復 

水,ハマメリス葉エキ ス,キ サン

タンガム  

LITCHDERM LS 9704 

〔製造元：BASF Group〕 

ラ イ チーエキス 

フリーラ ジカ ル・スカ ベンジャー 、抗 MMP、肌色調改善、毛髪

抗フリーラ ジカ ル&光老化&ヘアカ ラ ー光退色防止 

BG,ラ イ チー果皮エキス 
 

SMARTVECTOR UV-CE (C00013) 

〔製造元：BASF Group〕 

【BASF デリバリー・システム シリーズ】抗酸化カ プセル 

粒径：10～90 ㎛、ビタミン C (1.25%)&ビタミン E (1.25%)含有、紫

外線照射で有効成分を放出 

水、BG、ペ ン チ レン グ リコー

ル、トリ(カ プリル酸／カ プリン

酸 )グ リセリ ル、ト コ フェ ロ ー
ル、テトラ ヘキシルデカ ン酸ア

スコルビル、カ ルボマー、DNA 

 

OLEASELECT® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

総ポリフェ ノール 30％以上、ヒドロキシチロソール 1.5％以上、

ベルバスコシド 5％以上含有標準化オリーブ乾燥エキ ス 

抗酸化作用 

オリーブ果実エキ ス,加水分解

コーンスターチ   

QUERCEVITA® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

エンジュ由来のケルセチンとヒマワリ由来のレシチンから成る

フィトソーム® 

UVA 照射で発生する活性酸素の産生抑制、皮膚抗酸化能、

好塩基球の脱顆粒抑制、皮膚損傷の改善 

レシチン ,クェ ルセチン  
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

CAST/C 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

ツボクサから厳選した複合テルペン類含有 

コラ ーゲン&フィブロネクチン 合成、抗酸化、抗光老化、抗炎

症、抗セルラ イ ト、ストレッチマーク&肉割れ改善 

アシアチ コシド, アシアチン酸,

マデカ シン酸  

CENTEVITA® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

アシアチコシド 、アシアチン酸、マデカ ッソシド、マデカ シン酸を

45％以上含むツボクサ標準化エキス 

抗光老化、抗炎症、DNA 保護、抗糖化、抗シワ作用、エコサ
ート対応、マダガスカ ル産 

ツボクサ葉エキス 
 

VITACHELOX® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

アンチポリューショ ン、フリーラ ジカ ルから皮膚を保護 

重金属に対する皮膚保護作用、化粧品処方での抗酸化、大

気汚染下での皮膚の保護 

ブドウ種子エキス ,チ ャ葉エキ

ス,ヨーロッパナラ 木エキス（又

はオーク樹皮エキス） 

 

ARABIAN COTTONPRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

光老化に 対抗するために シロバナワタ幹細胞を培養し得られ

たナチュラ ルブースター 
広範囲の光線(UV/可視光/IR)から総合的に肌を保護 

グリセリン ,シロバナワタカ ルス

培養物,グ ルコノラ クトン , 安息
香酸Ｎａ 

 

SENSIA CAROTAPRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

ニンジンの根から培養した幹細胞を、特異的な光条件下で培

養し得られたナチュラ ルブースター 

皮膚の炎症に アプローチ、炎症を緩和、皮膚の耐性レベルを

強化 

グリセリン ,ニンジン根細胞培

養溶解質,グ ルコノラ クトン ,安

息香酸Ｎａ 

 

ダイ ヤモンド Sirt 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

二酸化ケイ 素のマクロスフィアに、サーチュイ ン様ペプチドを

担架させたダイ ヤモンドを結合 

ファイブロブラ スト&ケラ チノサイ ト活性・保護、ファイブロブラ ス

トの SIRT1 活性、DNA 保護、抗老化 

水 , ア セチ ルペ ン タペ プ チ ド

-35,シリカ  ,ダイ ヤモンド末, フ

ェ ノキシエタノール 

 

C20+ コビオラ イ ブ  
〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

オリーブ由来ヒドロキシチロソール 20%以上含有抗酸化原料 
I 型コラ ーゲン合成、IL-6 放出抑制、炎症抑制（一時的な塗布

後の効果、継続（24 時間）塗布後の効果） 

オリーブ 果実エキ ス ,グ リセリ
ン ,水  

コビオフォ トニック 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

抗酸化や抗炎症等の作用がある 6 つの植物のパワーで、目

周りのシワやくま、たるみを改善 

目の下の明らかなたるみ改善、目のく まの赤み減少・黄色み

増加、くま軽減 

Ｐ Ｇ , 水,ヘ スペ リジンメチ ルカ

ルコン ,ゼニアオイ 花／葉／茎

エキス, セイ ヨウトチノキ種子エ

キス,ハマメ リス葉エキ ス,ナギ

イカ ダ根エキ ス, アルニカ 花エ

キス 

 

リペックスプレアクト/Lipex PreAct 

〔製造元：AAK〕 

天然ビタミン E とフィトステロールを高含有した抗光老化データ

の豊富なカ ノラ 油 

カ ルボニル化タンパク減少、タンパク&脂質酸化保護、サンバ

ーンセル形成抑制、チミンダイ マー形成阻害 

カ ノラ 油,クエン酸 
 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

AH-CARE L-65 
〔製造元：BASF Group〕 

乳酸およびアルギニンの肌にやさしい角質溶解性 AHA 複合
体 

乳酸と同様の効果でヒリヒリ感や刺激を軽減したピー リング
剤、ターンオーバーを向上させ、若々しい肌へ 

水,乳酸,アルギニン  
 

BETA-HYDROXYDE ACSD (G00011) 

〔製造元：BASF Group〕 

アカ シアポ リサッカ ライ ドに共役されたサリチ ル酸の肌に やさ

しい角質溶解性 AHA 複合体 
ピーリング作用、毛穴のサイ ズを明らかに 縮小、肌を快適に

保ちつつ脂性肌改善 

サリチル酸,アラ ビアゴム 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

VIT-A-LIKE PW LS 9898 

〔製造元：BASF Group〕 

イ ンドのモスビーン種子から得られた高い 寛容性と安定性を

有する、植物由来のレチノール代替成分 

細胞の再生およびコラ ーゲン合成の促進、抗シワ効果 

モスビーン種子エキ ス, マルト

デキストリン   

X-PRESSIN C （R11021） 

〔製造元：BASF Group〕 

パパイ ヤのラ テックス (乳状の樹液)から分離された安定型プ

ロテアーゼ 

肌の美しさを蘇らせる、肌の若々しい外観を再生、肌を滑らか
に、柔らかくし、輝かせる効果 

水,パパイ ン ,カ ルボマー,1,2-ヘ

キサン ジオー ル,カ プリリルグ

リコール,アルギン酸 Na 

 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

AMC Advancesd  Moisture  Complex NP  

(R11016) 

〔製造元：BASF Group〕 

優れた保湿剤の相乗作用による複合体 

水分結合特性をもつ 集中保湿複合体、バリア機能強化、ヒア

ルロン酸より優れた即時&長時間保湿力 

グリセリン ,水,PCA-Na, 尿素,ト

レハロ ー ス,ヘ キ シレングリコ

ール,ポリクオタニウム-51, トリ
アセチ ン ,カ プ リリルグ リコー

ル,ヒアルロン酸 Na 

 

HYALUROSMOOTH LS 8998 

〔製造元：BASF Group〕 

ホソバセンナ種子から精製されたヒアルロン酸の植物代替物

(誘導体) 

皮膚の保湿 (ヒアルロン酸 Na との比較あ り )、肌の輝きを向

上、髪の修復およびコンディショ ニング 

水, ホソバセンナ 種子多糖体,

フェ ノキシエタノ ール, ヒドロキ

シエチルセルロース 

 

LIPOFRUCTYL ARGAN LS 9779 

〔製造元：BASF Group〕 

多価不飽和脂肪酸(リノール酸やオメ ガ-6 など )および天然ト

コフェ ロールに富み、栄養分を与え、再生、保護します 

バリア修復、脂性肌の皮脂抑制、髪に 輝き･ 柔らかさを もたら

す、頭皮に栄養を与え活力補給、ネイ ルケア 

アルガニアスピノサ核油 
 

LIPOFRUCTYL CYPERUS LS 9892 

〔製造元：BASF Group〕 

タイ ガーナッツ、アースアーモンドとも呼ばれるサイ ペラ スのピ

ュアオイ ル 

オレイ ン酸等の不飽和脂肪酸や抗フリーラ ジカ ルに対する天
然の防御剤としてトコフェ ロールを豊富に含む 

サイ ペラ スエスクレンタス根油 
 

LIPOFRUCTYL DP LS 9364 

〔製造元：BASF Group〕 

プルーンの核から低温圧搾法で得られた 100%ピュアオイ ル 

フラ ン ス特定地域で栽培 される 最上級 のド ラ イ フルー ツ
Pruneau d’Agen（プリュノーダジャン）由来 

プルーン種子油, 酢酸トコフェ

ロール  

LIPOFRUCTYL MO LS 9305 
〔製造元：BASF Group〕 

「奇跡の木」モリンガ種子から低温圧搾法で抽出された植物
由来のピュアオイ ル 

保湿、肌の輝きを向上、肌に栄養を与える、肌に活力を与え

る、髪の官能特性を改善 

ワサビノキ 種子油, 酢酸トコフ
ェ ロール  

LIPOFRUCTYL PI LS 9324 

〔製造元：BASF Group〕 

フラ ンスロレーヌ 地方原産の果実、ミラ ベルの種子から得られ

た希少なバージンオイ ル 

世界的にも希少価値の高い黄金色に輝く甘いフルーツ由来 

プルヌ スイ ンシチチア種子油 
 

LIPOFRUCTYL PM LS 9323 

〔製造元：BASF Group〕 

必須脂肪酸に富むリンゴの種子から得られたピュアオイ ル 

細胞代謝（特に皮膚レべル）に必要不可欠な必須脂肪酸の一
つであるリノール酸に富む 

リンゴ種子油,酢酸トコフェロー

ル  

MELHYDRAN LS 9876 
〔製造元：BASF Group〕 

ハチミツエキス 
NMF 様作用、肌およびヘアのロング・ラ スティング保湿、微小

起伏改善、キメ改善、毛髪&頭皮の潤い改善 

水,BG,ハチ ミツエキス,グリセリ
ン , 尿素, 乳酸 Na, アルギニン

HCｌ,リシン HCｌ, オルニチン HCｌ 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

MICROPATCH VEGETAL (A00244) 

〔製造元：BASF Group〕 

【BASF デリバリー ・システム シリーズ 】目に 見えない保湿パ

ッチ  
セリン 0.9%含有、皮膚表面に植物由来の網目状のフィルムを

形成、ロングラ スティングのデリバリーシステム 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,

アルギン酸 Na, アラ ビアゴム,
セリン ,フェ ノキシエタノール 

 

PatcH2O (A00297) 

〔製造元：BASF Group〕 

高濃度の保湿物質を含むバイ オポリマーネットワーク 

即時効果-塗布 30 分後に保湿性増加、持続的保護-1 回塗布

でも 48 時間潤い保持、5 日間肌の潤い持続 

水 ,グ リセリン , ポリアクリル酸

グリセリル, トレハロース, 尿素,

セリン ,ペンチレング リコー ル,
アルギン酸 Na,カ プリリルグリ

コール,ヒアルロン酸 Na,プルラ
ン ,リン酸 2Na,リン酸 K 

 

XILOGEL® HS 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

主にβ-Ｄ(1→4 )グルコー スで構成されるイ ンドに生息するタマ

リンドの種子から得られる高分子多糖体 

ヒアルロン酸Naと同等の高い保湿力、肌の弾力性や密度、シ

ワの改善、ベルベット様の感触  

タマリンド 種子多糖体, グルコ

ース  

アルゲコロイ ド 

〔製造元：Bottger GmbH〕 

天然有姿の成分を高濃度に有する海藻（褐藻類）抽出粉末エ

キス 

増粘、乳化補助、感触改善、保湿 

褐藻エキ ス  もしく は  アルゲ

エキス  

チシマザサ水 K2-C 

〔製造元：日本ハルマ株式会社〕 

青森県八甲田山麓に自生する新鮮なクマ笹のみを使用し特

許製法を用いて抽出された 100%チシマザサ水 

防腐剤補助、ニキビケア、育毛、消臭ケア、保湿ケア 

チシマザサ水 
 

アップル HARUMA AH2-C 

〔製造元：日本ハルマ株式会社〕 

青森産のリンゴを使用した芳香成分を多く 含む（リンゴ酸、酢

酸エチルなど）100%リンゴ果実水 

リラ ックス効果を謳ったアロマ製品向け、保湿ケア 

リンゴ果実水 
 

アバロンコラ ーゲン WS 

 

タイ プーケットの美しい海で育ったアバロン (アワビ )由来のコラ

ーゲン  

水,グリセリン ,ペンチレングリコ

ール,クエン酸,コラ ーゲン   

ビオマリンコラ ーゲン  

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

タラ 目の魚皮由来コラ ーゲン  

平均分子量 15 万～30 万、ノンパラ ベン処方 OK、水溶性コラ

ーゲン約 3％含有 

水,水溶性コラ ーゲン ,フェ ノキ

シエタノ ー ル, クエン酸 , クエン

酸 Na 

 

オセアゲン ML20 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

タラ 目の魚皮由来 

平均分子量 15 万～30 万、ノンパラ ベン処方 OK、生詰め企

画にも便利な高分子コラ ーゲン  

水,水溶性コラ ーゲン ,ペンチレ

ングリコール, フェ ノキ シエタノ

ール,クエン酸Ｎａ,クエン酸 

 

イ ンカ オメガオイ ル 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

ペルーの森林地帯に植生するグリーンナッツ、サチャイ ンチ、

イ ンカ インチとも言われるオメガ 3 豊富なオイ ル 

93%多価不飽和脂肪酸･･･ オメ ガ 3 (α-リノレン酸：48% )オメガ

6(リノール酸：37%)オメガ 9(オレイ ン酸：8%) 

プルケネチ アボ ルビリス種子

油  

シルク 10WS1N 
 

フィブロイ ン由来低分子シルク分散液 
丹後ちりめん の残糸から得られる フィブロイ ン 100%のシルク

末を用いた低分子オリゴペプチド水溶液 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,
シルク,フェ ノキシエタノール  

ヒアルロン酸 WS1N 

 

鶏冠由来ヒアルロン酸低分子水溶液 

皮膚への高い親和性、感触改良、べたつき 感減少、保湿・ハ

リ改善 

水,ヒアルロン酸 Na,メチルパラ

ベン   

ヒアルロン酸 WS1N-F 
 

鶏冠由来ヒアルロン酸低分子水溶液 
皮膚への高い親和性、感触改良、べたつき 感減少、保湿・ハ

リ改善 ※パラ ベンフリーバージョ ン  

水,ヒアルロン酸 Na,フェ ノキシ
エタノール  
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

リペックスシア/Lipex Shea 

〔製造元：AAK〕 

結晶化の少ないシアバター 

酸化安定性が高いスタンダードなシアバター（融点：34℃) 

シア脂,クエン酸 
 

リペックスシアソフト/Lipex Sheasoft 
〔製造元：AAK〕 

結晶化の少ない柔らかい感触のシアバター 
高融点で柔らかい感触をもたらす他にはない AAK 独自のシア

バター（融点：51℃) 

シア脂,クエン酸 
 

リペックスシアラ イ ト/Lipex SheaLight 
〔製造元：AAK〕 

シアバターエステル 
軽く てシルキ ー な感触のシアバター エステル。シリコーンや

UV 剤との相溶性も良い（流動点：10℃） 

シア脂エチルエステルズ, クエ
ン酸  

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

AFFINISPHERE (C00465) 

〔製造元：BASF Group〕 

【BASF デリバリー・システム シリーズ】T ゾーンカ プセル 

粒径：10～80 ㎛、グ ルコン酸亜鉛 (0.2%)含有、皮脂層と接触

した部分のみ表層脂質マトリックスが溶解 

水,BG,キ サンタン ガム, ステア

リン 酸 Na, アテロ コラ ーゲン , 

グルコン酸亜鉛,ヒアルロン酸

Na,塩化 Na, フェ ノキシエタノー

ル 

 

ASEBIOL LS 9853 

〔製造元：BASF Group〕 

皮脂を抑制するビタミンおよびアミノ酸の複合体 

皮膚の見た目の油っぽさや欠点を明らかに 減らす 効果、5α-

リダクターゼ阻害、頭皮のべたつきを減少 

水,ピリドキシン HCl,ナイ アシン

アミド,グリセリン ,パンテノール,

加水分解酵母タンパク, トレオ

ニン ,アラントイン ,ビオチン ,フェ

ノキシエタノール, ソルビン酸K,

リン酸 2Na,クエン酸 

 

BETAPUR (A00067) 

〔製造元：BASF Group〕 

皮膚の防御力を高めるワイ ルドミントエキス 

β-デ ィフェンシンの生成促進による皮膚細菌叢調節、毛穴の

大きさおよび脂性肌改善、ニキビ改善 

水,BG, ボルド葉エキ ス,ペンチ

レン グ リコー ル, キ サン タン ガ

ム 

 

MAT-XS CLINICAL (A00098) 
〔製造元：BASF Group〕 

合成サルコシン  
I 型 5α-リダクターゼ発現阻害、スクワレン生成量低減、4 週間

で脂性肌の症状減少 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,
サルコシン ,キサンタンガム  

チトカ タラ イ ザー Y 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

核酸・核酸関連物質・生体賦活物質等を極めて多く含有する

酵母エキス(国内調整品) 

チトカ タラ イ ザーの皮脂分泌コントロール強化バージョ ン 

サッカ ロミセス溶解質エキ ス,

水,BG, フェ ノキシエタノー ル,メ

チルパラ ベン  

 

チトカ タラ イ ザー YSC 
〔製造元：BIODELL BIOCHEMICAL 

S.A.〕 

核酸・核酸関連物質・生体賦活物質等を極めて多く含有する
酵母エキス 

チトカ タラ イ ザーの皮脂分泌コントロール強化バージョ ン 

サッカ ロミセス溶解質エキ ス,
水,メチルパラ ベン   

ホウセンカ エキス PD 

〔製造元：有限会社ティー ・シー・ファ ル

マ〕 

ホウセンカ の全草(地上部)から抽出されたエキス 

アレルギー 肌改善、アトピー肌改善、抗掻痒、保湿、抗にき

び、育毛 ※エタノールフリー 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,

ホウセンカ エキス  

ホウセンカ エキス TCP 

〔製造元：有限会社ティー ・シー・ファ ル

マ〕 

ホウセンカ の全草(地上部)から抽出されたエキス 

アレルギー 肌改善、アトピー肌改善、抗掻痒、保湿、抗にき

び、育毛 

水,エタノ ール, ホウセンカ エキ

ス  
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ARGANYL LS 9781 

〔製造元：BASF Group〕 

アルガンの葉由来のフラ ボノイ ド、環境ストレスからの包括的

な保護 
紫外線および活性酸素種や活性カ ルボニ ル種からの保護、

皮膚高分子の保護、抗炎症、弾力改善 

水,グリセリン ,アルガニ アスピ

ノサ葉エキ ス, フェ ノキシエタノ
ール 

 

ARGANYL PW LS 9830 

〔製造元：BASF Group〕 

アルガンの葉由来のフラ ボノイ ド、環境ストレスからの包括的

な保護 

紫外線および活性酸素種や活性カ ルボニ ル種からの保護、

皮膚高分子の保護、抗炎症、弾力改善 

アルガニアスピノ サ葉エキ ス,

マルトデキストリン   

COLLREPAIR DG (A00331) 

〔製造元：BASF Group〕 

レッドセージエキスとビタミン B3 の脱糖化(Deglycation)複合体  

できてしまった AGEs を破壊し糖化を減少、糖化した線維芽細

胞が機械的ストレスに適応するのを補助 

水,ナイ アシンアミド,グリセリン ,

カプリリルグリコール,キサンタ

ンガム,タンジン葉エキス 

 

ELESTAN PW LS 9879 

〔製造元：BASF Group〕 

西アフリカ 産マニルカ ラ ムルチネルビス葉エキス 

コラ ーゲン抗糖化&抗エラ スターゼ作用、GAGs 合成促進、引
き締め効果&ストレッチマーク減少 

マニ ルカ ラ ムルチネルビ ス葉

エキス,マルトデキストリン    

CENTEVITA® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

アシアチコシド 、アシアチン酸、マデカ ッソシド、マデカ シン酸を

45％以上含むツボクサ標準化エキス 

抗光老化、抗炎症、DNA 保護、抗糖化、抗シワ作用、エコサ

ート対応、マダガスカ ル産 

ツボクサ葉エキス 
 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

INHIPASE (A00052) 

〔製造元：BASF Group〕 

中国の葛根から得られた鎮静作用のあるエキス 

皮膚の炎症緩和、皮膚の不快感を和らげる、敏感肌の 3 つの

主な症状に対する効果：紅斑、シミ、乾燥症 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,

クズ根エキス  

PHYTOSOOTHE LS 9766 

〔製造元：BASF Group〕 

アブラ ナ種子由来フィトステロールの鎮静剤 

縮毛矯正で傷ん だ頭皮のかゆみ、ヒリヒリ感、灼熱感および

痛みを軽減、毛髪の美しさを改善 

アブラ ナステロールズ, セテア

リルアルコール  

SKINASENSYL PW LS 9852 

〔製造元：BASF Group〕 

合成テトラ ペプチド 

CGRP 神経メディエイ ター放出阻害、皮膚寛容性の閾値を高

める、痛みや不快感の低減 

マンニトール,クエン酸 Na,アセ

チルテトラ ペプチド-15  

SYMBIOCELL (BC10015) 
〔製造元：BASF Group〕 

フラ ンス領ギ アナ 産セストルムラ チホリウムの葉の水溶性エ
キス 

敏感肌のためのプロトレラ ンス(寛容性促進)成分、樹状細胞

の活性を制御、皮膚の快適さ改善、紅斑改善 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,
セストルムラ チホリウム葉エキ

ス,キサンタンガム 

 

QUERCEVITA® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

エンジュ由来のケルセチンとヒマワリ由来のレシチンから成る

フィトソーム® 

UVA 照射で発生する活性酸素の産生抑制、皮膚抗酸化能、

好塩基球の脱顆粒抑制、皮膚損傷の改善 

レシチン ,クェ ルセチン  
 

SENSIA CAROTAPRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

ニンジンの根から培養した幹細胞を、特異的な光条件下で培

養し得られたナチュラ ルブースター 

皮膚の炎症に アプローチ、炎症を緩和、皮膚の耐性レベルを

強化 

グリセリン ,ニンジン根細胞培

養溶解質,グ ルコノラ クトン ,安

息香酸Ｎａ 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ZANTHALENE® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

超臨界二酸化炭素抽出で得られたカ ホクザンショ ウ由来油溶

性原料 

頭皮の沈静、熱に 対する不快感や痛みを知覚する閾値を上

昇、虫刺され後のかゆみ抑制、即効性シワ 改善 

オレイ ルアルコール,カ ホクザ

ンショ ウ果実エキス  

コクトオリゴピュア 

〔製造元：株式会社大阪薬品研究所〕 

アトピー肌改善、抗アレルギー、保湿 黒砂糖エキス 
 

フィトステロール-SKP 

〔製造元：タマ生化学株式会社〕 

皮膚刺激緩和、洗顔フォ ーム・シャンプーの泡保持 (安定化 )、

懸濁剤 (サスペンショ ン )の沈殿防止、皮膚の構成成分に 近似

したエモリエントクリーム調整 

フィトステロールズ 
 

 

 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

MICROPATCH CAFEINE (A00081) 

〔製造元：BASF Group〕 

【BASF デリバリー ・システム シリーズ 】目に 見えない脂肪分

解パッチ  
カ フェイ ン 20%含有、皮膚表面に植物由来の網目状フィルム

形成、ロングラ スティングのデリバリーシステム 

水, サリチル酸,カ フェ イ ン,BG,

アルギン酸 PG,アラ ビアゴム,
フェ ノキシエタノール 

 

SLIM-EXCESS (A00073) 
〔製造元：BASF Group〕 

紅藻の加水分解物 
脂肪分解& 脂肪細胞分化活性化、スリミング効果、顔の輪郭

や頬･顎のたるみ改善、二重顎軽減 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,
塩化 Na,加水分解紅藻エキス,

キサンタンガム 

 

SVELTINE (L00126) 

〔製造元：BASF Group〕 

【BASF デリバリー・システム シリーズ】スリミングカ プセル 

粒径：200～700 ㎚、カ フェイン 2%・エスクリン 0.2%・カ ルニチン

10%・ツボクサエキス 0.2%含有 

水 ,BG,カ ルニチン ,ペンチ レン

グ リコー ル, レシチン ,カ フェ イ

ン ,カ ルボマー,サリチル酸,アテ

ロコラ ーゲン ,ツボクサエキ ス,

エスクリン ,コンドロイ チン硫酸

Na 

 

COLEUS 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

フォ ルスコリンを 80％以上含むコレウスバルバツス標準化エ

キス 

cAMP の濃度上昇、アクアポリン 7 の発現促進による脂肪分

解作用 

コレウ スホルスコリ根エキ ス  

又は  プレクトラ ンツスバルバ

タス根エキ ス 又は  コレウ ス

バルバツス根エキス 

 

ESCIN β PHYTOSOME® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

マロニエの種子から抽出された単一成分、エスシンとβ-シトス

テロールを組み合わせ PHYTOSOME®製剤化 

血管透過性抑制、毛細血管数& 孔の直径を減少、アイ バック
への作用、セルラ イ ト改善、乳房セルラ イ ト改善 

レシチン  又は  ホスファ チ ジ

ルコリン ,エスシン ,シトステロー

ル 

 

X50 シルエット 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

脂肪細胞結合ペプチドを DDS に用い、有効成分を目的部位

にムダなく届けるよう新世代型機能性ペプチド原料 

内包されている成分が脂肪分解を活性化 

（乳酸／グ リコー ル酸）コポリ

マー,ポリビニルアルコー ル,ハ

マベブドウ果実エキ ス,デキ ス

トラ ン , アセチ ルシクロヘ キ サ

ペプチド-34 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

D-STRIA (A00259) 

〔製造元：BASF Group〕 

北米産ソウパルメットの果実エキス 

線条筋線維芽細胞の緊張を抑える、エラ スチン&コラ ーゲン合
成促進、ストレッチマークを目立たなくする効果 

BG,ペンチレングリコー ル, エタ

ノール,ソウパルメット果実エキ
ス 

 

CAST/C 
〔製造元：Indena S.p.A.〕 

ツボクサから厳選した複合テルペン類含有 
コラ ーゲン&フィブロネクチン 合成、抗酸化、抗光老化、抗炎

症、抗セルラ イ ト、ストレッチマーク&肉割れ改善 

アシアチ コシド, アシアチン酸,
マデカ シン酸  

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

FRESHAXYL LS 9980 
〔製造元：BASF Group〕 

「奇跡の木」モリンガの種子エキスとラ ウリン酸グリセリルを組
み合わせた静菌剤 

静菌作用、汗による臭いの軽減、最も優れた市場のベンチマ
ークと同等の効果 

ワサビノキ 種子エキ ス,ラ ウリ
ン酸グリセリル  

PURICARE POE LS 9727 

〔製造元：BASF Group〕 

天然のカ チオン性タンパク質、「奇跡の木」モリンガの種子エ

キス 

環境ストレスに 対する毛髪の保護、抗ポ リュー ショ ン、オイ リ

ー・ヘアのためのベタつき抑制 

水,グリセリン ,ワサビノキ 種子

エキス, フェ ノキシエタノー ル,リ

ン酸 2Na,クエン酸 

 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

PILISOFT LS 9760 

〔製造元：BASF Group〕 

イ ンドのハーブ、ギムネマの葉から得られたエキス 

脱毛処理の効用を長く もたせる、発毛抑制、見た目の改善お

よびシェ ービングの簡易化 

水,ペンチレングリコー ル,ギム

ネマエキス  

 

 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

HYALUROSMOOTH LS 8998 
〔製造元：BASF Group〕 

ホソバセンナ種子から精製されたヒアルロン酸の植物代替物
(誘導体) 

皮膚の保湿 (ヒアルロン酸 Na との比較あ り )、肌の輝きを向
上、髪の修復およびコンディショ ニング 

水, ホソバセンナ 種子多糖体,
フェ ノキシエタノ ール, ヒドロキ

シエチルセルロース 

 

IRWINOL LS 9890 

〔製造元：BASF Group〕 

ワイ ルド・マンゴー由来ワックス 

シアバターよりも優れた髪のボ リューム、艶やく し通り性の改
善効果、唇の保護および保湿ケア 

オクチルドデカ ノール, アフリカ

マン ゴノ キ核脂, 水添ココグ リ
セリル 

 



 

15 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

LIPOFRUCTYL CYPERUS LS 9892 

〔製造元：BASF Group〕 

タイ ガーナッツ、アースアーモンドとも呼ばれるサイ ペラ スのピ

ュアオイ ル 

オレイ ン酸等の不飽和脂肪酸や抗フリーラ ジカ ルに対する天

然の防御剤としてトコフェ ロールを豊富に含む 

サイ ペラ スエスクレンタス根油 
 

LITCHDERM LS 9704 

〔製造元：BASF Group〕 

ラ イ チーエキス 

フリーラ ジカ ル・スカ ベンジャー 、抗 MMP、肌色調改善、毛髪

抗フリーラ ジカ ル&光老化&ヘアカ ラ ー光退色防止 

BG,ラ イ チー果皮エキス 
 

SPHINGOCERYL VEG LS 9948 

〔製造元：BASF Group〕 

ヒマワ リから得られたセラ ミド 、糖脂質およびリン脂質の最適

化された脂質複合体 

皮膚のバリア機能強化、肌の不快感を改善、肌の微小起伏

の構築および修復 

オクチルドデカ ノール,水添ココ

グ リセリル, ヒマワリ種子エキ

ス,酢酸トコフェ ロール 

 

OMEGABLUE® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

北欧の森林に 自生するビルベリー由来、アン トシアニンの他

にもオメガ 6 とオメガ 3 を最適な比率で含有 

皮膚のバリア機能を回復、赤みやかゆみ等の軽減、ヘアダメ

ージ軽減 

ビルベリー種子油 
 

チアプロテクト 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

チアシードと呼ばれる Salvia hispanica の種子からコールドプ

レス製法で抽出したエキストラ バージンオイ ル 

ヘアカラ ーの退色抑制、毛髪のツヤ改善、経皮水分蒸散量抑

制と皮膚弾力性改善、痒みと赤みの鎮静 

サルビアヒスパニカ 種子油 
 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

CAPILIA LONGAPPF 
〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

Curcuma longa（ウコン）の幹細胞を成長促進させて培養し、成
長因子や活性物質等が含まれる培養液の上清を抽出 

毛髪成長を再活性、毛乳頭細胞の増加促進、抜け毛減少、

毛髪密度を高める、毛髪を強く太くする  

ウ コンカ ルス順化培養液, 水 ,
グルコノラ クトン ,安息香酸Ｎａ  

TRICHOGEN VEG LS 9922 

〔製造元：BASF Group〕 

抜け毛予防のための最適化された複合体 

毛髪の発育を促進、毛髪強度の改善 

水,アルギニン ,アセチ ルチロシ

ン ,PEG-12 ジメチコン ,パンテト

ン酸 Ca,グルコン酸亜鉛,ナイ

アシンアミド, オルニチン HCｌ,

ポリクオタニウ ム-11, シトルリ
ン ,加水分解ダイ ズタンパク,グ

ルコサミン HCｌ, アルクチウム
マジュ ス根エキ ス, オタネニン

ジン 根エキ ス,ビ オチン , フェ ノ

キシエタノール,コハク酸 2Na 

 

オオバナサルスベリ抽出液 

〔製造元：御木本製薬株式会社〕 

バナバ葉由来エタノール抽出エキス 

美白、抗シワ 、はり・つ や、収斂、荒れ肌防止、育毛、５αレダ

クターゼ阻害 

エタノー ル,水,オオバナサルス

ベリ葉エキス  

ホウセンカ エキス PD 

〔製造元：有限会社ティー ・シー・ファ ル
マ〕 

ホウセンカ の全草(地上部)から抽出されたエキス 

アレルギー 肌改善、アトピー肌改善、抗掻痒、保湿、抗にき
び、育毛 ※エタノールフリー 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,

ホウセンカ エキス  

ホウセンカ エキス TCP 
〔製造元：有限会社ティー ・シー・ファ ル

マ〕 

ホウセンカ の全草(地上部)から抽出されたエキス 
アレルギー 肌改善、アトピー肌改善、抗掻痒、保湿、抗にき

び、育毛 

水,エタノ ール, ホウセンカ エキ
ス  
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ELESTAB HP 100 

〔製造元：BASF Group〕 

合成由来抗菌剤 

フケを有意に 減らす 、頭皮のかゆみおよびベタつきを減少、
処置後も効果が目に見えて持続 

ジイ セチオン酸ヘキサミジン  
 

SANICAPYL (BC10030) 
〔製造元：BASF Group〕 

頭皮ケアのための天然由来の複合体 
髪の美しさと感触を向上、頭皮のベ タつきを減少、市場のベン

チマークに匹敵するフケ削減の臨床効果 

BG,ラ ウロイ ルラ クチレート Na,
カプロイ ルラ クチレート Na,コシ

ョ ウ果実エキ ス,イ ンガアルバ

樹皮エキス 

 

 

 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

SHADOWNYL (R11026) 

〔製造元：BASF Group〕 

手摘みで収穫されたヒバマタの水溶性エキス 

ヘム(赤色色素)を分解するヘムオキ シゲナーゼ-1 発現促進、

抗酸化&抗炎症、短期間でくまとシワ改善 

水,ヒバマタエキ ス,ヘ キシレン

グリコー ル,カ プリリルグリコー

ル,キサンタンガム 

 

SPECI'MEN （BC10001） 

〔製造元：BASF Group〕 

男性の肌専用、初の有効成分 

明らかに 活力を取り戻した印象へ、肌のハリ改善、ホウレイ 線

の深さを低減 

水,グリセリン ,加水分解バオバ

ブエキス  

SERICOSIDE 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

セリコシドが 76％以上含まれるテルミナリアセリセアから単離

抽出されたサポニン  

肌のたるみ、シワ、目のクマ、アイ バッグ改善 

セリコシド 又は テルミナ リア

セリセア樹皮／根エキス  

コビオフォ トニック 

〔製造元：Industrias Asociadas, S.L.〕 

抗酸化や抗炎症等の作用がある 6 つの植物のパワーで、目

周りのシワやくま、たるみを改善 

目の下の明らかなたるみ改善、目のく まの赤み減少・黄色み

増加、くま軽減 

Ｐ Ｇ , 水,ヘ スペ リジンメチ ルカ

ルコン ,ゼニアオイ 花／葉／茎

エキス, セイ ヨウトチノキ種子エ

キス,ハマメ リス葉エキ ス,ナギ

イカ ダ根エキ ス, アルニカ 花エ

キス 

 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

BETA-HYDROXYDE ACSD (G00011) 

〔製造元：BASF Group〕 

アカ シアポ リサッカ ライ ドに共役されたサリチ ル酸の肌に やさ

しい角質溶解性 AHA 複合体 

ピーリング作用、毛穴のサイ ズを明らかに 縮小、肌を快適に
保ちつつ脂性肌改善 

サリチル酸,アラ ビアゴム 
 

BETAPUR (A00067) 

〔製造元：BASF Group〕 

皮膚の防御力を高めるワイ ルドミントエキス 

β-デ ィフェンシンの生成促進による皮膚細菌叢調節、毛穴の

大きさおよび脂性肌改善、ニキビ改善 

水,BG, ボルド葉エキ ス,ペンチ

レン グ リコー ル, キ サン タン ガ

ム 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

LOX-AGE (A00327) 

〔製造元：BASF Group〕 

チコリー葉由来水溶性エキス 

LOX 生成促進、表皮の構造& 結合回復、抗シワ 、毛穴改善、

肌弾力改善 

水,キクニガナ 葉エキ ス,ヘキシ

レングリコー ル,カ プリリルグリ

コール,キサンタンガム 

 

MAT-XS CLINICAL (A00098) 

〔製造元：BASF Group〕 

合成サルコシン  

I 型 5α-リダクターゼ発現阻害、スクワレン生成量低減、4 週間

で脂性肌の症状減少 

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,

サルコシン ,キサンタンガム  

NEUROBIOX (A00112) 
〔製造元：BASF Group〕 

ヨーロッパに生育するセイ ヨウノコギリソウ(ヤロウ)の水溶性エ
キス 

グリコール酸に匹敵、表皮再生& 厚み回復、肌の艶改善、抗
シワ、毛穴の大きさを減らし肌を滑らかにする  

水 ,BG, ペンチ レング リコー ル ,
セイ ヨウノコギ リソウエキ ス,キ

サンタンガム 

 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ARGASSENTIAL （BC09959） 

〔製造元：BASF Group〕 

アルガン果肉から抽出された、肌に ふっくらとした立体感を与

える（プラ ンピング）成分 

唇と頬のボ リュームアップ、ふっく らとした立体感付与、脂肪細

胞を若返らせ、皮膚をふっくらとさせる  

ジカ プリリルエー テル, ソルビト

ール,ラ ウリルグルコシド, ジポ

リヒドロキ システアリン酸ポリ

グリセリル－２, 水, アルガニア

スピノ サ果実エキ ス ,グ リセリ

ン  

 

HYALUFIX GL（A00102） 

〔製造元：BASF Group〕 

タイ のジンジャー葉由来水溶性エキス 

ヒアルロニターゼ合成促進、高分子量ヒアルロン酸合成、リン

クル・フィリング、ホウレイ 線改善 

水 ,BG, ナン キョ ウソウ エキ ス ,

ペンチレングリコール ,キ サン

タンガム,トリ(カ プリル酸／カ プ

リン酸)グリセリル 

 

HYALURONIC FILLING SPHERES 

（C00498） 

〔製造元：BASF Group〕 

ヒアルロン酸の無水ミクロスフィア 

深いシワを改善、ロング・ラ スティング保湿 

パルミチン酸エチ ルヘキ シル,

トリヒドロキ システアリン , ヒア

ルロン酸 Na 

 

ULTRA FILLING SPHERES (C00487) 

〔製造元：BASF Group〕 

ヒアルロン酸とコンニャクグルコマンナンの無水ミクロスフィア 

吸水性および膨潤力を強化、長時間保湿、小ジワ や深いシワ

を滑らかにする  

パルミチン酸エチ ルヘキ シル,

トリヒドロキ システアリン , ヒア

ルロン酸 Na,グルコマンナン  

 

IRWINOL LS 9890 

〔製造元：BASF Group〕 

ワイ ルド・マンゴー由来ワックス 

シアバターよりも優れた髪のボ リューム、艶やく し通り性の改

善効果、唇の保護および保湿ケア 

オクチルドデカ ノール, アフリカ

マン ゴノ キ核脂, 水添ココグ リ

セリル 

 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

ARGANYL LS 9781 
〔製造元：BASF Group〕 

アルガンの葉由来のフラ ボノイ ド、環境ストレスからの包括的
な保護 

紫外線および活性酸素種や活性カ ルボニ ル種からの保護、

皮膚高分子の保護、抗炎症、弾力改善 

水,グリセリン ,アルガニ アスピ
ノサ葉エキ ス, フェ ノキシエタノ

ール 

 

ARGANYL PW LS 9830 

〔製造元：BASF Group〕 

アルガンの葉由来のフラ ボノイ ド、環境ストレスからの包括的

な保護 

紫外線および活性酸素種や活性カ ルボニ ル種からの保護、

皮膚高分子の保護、抗炎症、弾力改善 

アルガニアスピノ サ葉エキ ス,

マルトデキストリン   
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性状  

PURICARE POE LS 9727 

〔製造元：BASF Group〕 

天然のカ チオン性タンパク質、「奇跡の木」モリンガの種子エ

キス 

環境ストレスに 対する毛髪の保護、抗ポ リュー ショ ン、オイ リ

ーヘアのためのベタつき抑制 

水,グリセリン ,ワサビノキ 種子

エキス, フェ ノキシエタノー ル,リ

ン酸 2Na,クエン酸 

 

PURISOFT PW PSE LS 9836 

〔製造元：BASF Group〕 

「奇跡の木」モリンガの種子エキス 

アンチ・ポリューショ ン、皮膚の浄化-洗浄力を高める、肌の色

調を整え、健康的な輝きを高める  

ワサビノキ 種子エキ ス, マルト

デキストリン   

PatcH2O (A00297) 

〔製造元：BASF Group〕 

高濃度の保湿物質を含むバイ オポリマーネットワーク 

即時効果-塗布 30 分後に保湿性増加、持続的保護-1 回塗布

でも 48 時間潤い保持、5 日間肌の潤い持続 

水 ,グ リセリン , ポリアクリル酸

グリセリル, トレハロース, 尿素,

セリン ,ペンチレング リコー ル,

アルギン酸 Na,カ プリリルグリ

コール,ヒアルロン酸 Na,プルラ
ン ,リン酸 2Na,リン酸 K 

 

EPERLINE PW LS 9627 

〔製造元：BASF Group〕 

南米産エペルアファ ルカ タ樹皮エキス 

抗炎症性老化、加齢に 伴う慢性的な微小炎症と闘う 、表皮バ
リア機能の改善 

マルトデキ ストリン ,エペ ルアフ

ァ ルカ タ樹皮エキス  

VITACHELOX® 

〔製造元：Indena S.p.A.〕 

アンチポリューショ ン、フリーラ ジカ ルから皮膚を保護 

重金属に対する皮膚保護作用、化粧品処方での抗酸化、大

気汚染下での皮膚の保護 

ブドウ種子エキス ,チ ャ葉エキ

ス,ヨーロッパナラ 木エキス（又

はオーク樹皮エキス） 
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