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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 
 

水溶 

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  

 

水溶 

ビオカタライザープラセンタ APF(SW)

（T-PE-APF） 

 

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 

 

水溶 

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  

水溶 

プラセンタエキス BD(SW)  

 

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 

 

水溶 

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 

B16 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。 

 

水溶 

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､細胞の増殖 

& 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   

水溶 

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､細胞の増殖 

& 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  

水溶 

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 & 低分子ヒアルロン酸を

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  

水溶 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 
 

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 

 

分散 

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､フォトスキンタイプⅣまたはⅤにおけるシミ
減少効果､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 

 

水溶 

LUMINIA GRANATUM PRCF 

〔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  

分散 

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 

 

分散 

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 

 

分散 

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､有用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 

 

分散 

X50 ピュアホワイト 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

メラノコルチン 1受容体に結合するペプチドを DDS に用い､ 

有効成分を目的部位に導くよう設計された新世代型機能性 

原料 

内包されている機能性ペプチドがチロシナーゼ発現を抑制し､

皮膚色をより明るく透き通った肌へ 

（乳酸／グリコール酸）コポ

リマー,パルミトイルオクタペ

プチド-27アミド,ポリビニル

アルコール,パルミトイル合

成ヒトトリペプチド-5 ノルイソ

ロイシル合成ヒトノナペプチ

ド-1 

 

分散 

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､ 

皮膚色を明るくする､シミの数減少､シミの大きさ減少 

水,グリセリン ,ポリソルベート

20,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 

 

水溶 

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  
 

水溶 

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 

 

水溶 

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  

 

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

ビオカタライザープラセンタ APF(SW)

（T-PE-APF）  

 

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 

 

水溶 

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､B16 メラノーマ細胞におけるメラニン産生抑
制作用 

水,プラセンタエキス, 
フェ ノキシエタノール  

水溶 

プラセンタエキス BD(SW)  

 

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 

 

水溶 

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､抗かゆみ､保湿､抗ニキ

ビ､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 
 

水溶 

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､抗かゆみ､保湿､抗ニキ
ビ､育毛 

水,エタノール, 

ホウセンカエキス 
 

水溶 

WHITE TEA EX 
〔製造元：長谷川香料株式会社〕 

 

中国福建省の白茶を抽出･精製したエキス 
チロシナーゼ活性阻害効果  

水,BG,チャ葉エキス 

 

水溶 

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､ハリ・ツヤ､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 

 

水溶 

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､ハリ､ツヤ付与  

エタノール,水, 
ムラヤコエンジーエキス  

水溶 

DN-Aura (BC10011) 

〔製造元：BASF Group〕 

 

トロピカルフルーツとしても知られるランサ葉由来 

チロシナーゼ産生量の調整に関わる miRNA 490-3pの発現量
を高めることにより､メラニンの過剰生成によって引き起こされ

る肌の色むらやシミを軽減するためのエピジェネティックな 

ソリューショ ン  

マルトデキストリン , 

ランサット葉エキス 
 

水溶 

NaturePep Pea 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

エンドウ豆由来天然 & 多機能性の肌補正型ペプチド 
肌全体のトーンを明るくし、より完璧な肌色を実現 

皮膚にある目立つ傷を改善  
シミ & 色素沈着を減少 

水,エンドウエキス, 
ベンジルアルコール, 

ソルビン酸 K,安息香酸 Na 
 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 

 

分散 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

VitAlease 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

天然カルナウバワックスのカプセルに封入された高安定性・

高浸透性・低刺激性レチノール 
・90日間のレチノール経時安定性 

・浸透性向上､バイオアベイラビリティー強化 
・同濃度遊離レチノールよりも低刺激 

水,カルナウバロウ, 

レチノール,グリセリン , 
プロパンジオール,ココアンホ

酢酸 Na,酢酸トコフェ ロー
ル ,BHT,BHA,キサン タンガ

ム,1,2-ヘキサンジオール, 
カプリリルグリコール 

 

分散 

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 

 

分散 

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､肌のツヤ改

善 

マルトデキストリン , 

バンバラマメ種子エキス  

水溶 

HYALUFIX GL BC 10095 

〔製造元：BASF Group〕 

 

タイのジンジャー葉由来水溶性エキス 

ヒアルロン酸合成酵素（HAS-2）遺伝子発現､高分子ヒアルロ
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 

 

水溶 

HYALURONIC FILLING SPHERES 

（C00309） 

〔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 , ジメチルシリル化シリ

カ ,BG,ペンチレングリコール,

ヒアルロン酸 Na 

 

油溶 

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  

 

油溶 

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 

 

水溶 

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 

 

水溶 

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   

水溶 

NEUROBIOX BC 10092 

〔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､肌のツヤ改善､ 

抗シワ､毛穴を縮小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 
 

水溶 

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 Na 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 
 

分散 

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､有用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 

 

分散 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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､有用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 

 

分散 

X50 ヒアルフィラー 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

線維芽細胞増殖因子(FGF)受容体に結合するペプチドを DDS

に用い､有用成分を目的部位に導くよう設計された新世代型
機能性ペプチド原料 

内包されている機能性ペプチドがヒアルロン酸遺伝子の発現
を高め、ヒアルロン酸 & エラスチンを合成し、2 週間でホウレ

イ線を平均 74%減少 

（乳酸／グリコール酸）コポ

リマー,パルミトイ ルテトラペ
プチド-50,ポリビニルアルコ

ール ,パルミチン酸ヘプタペ
プチド-15 

 

分散 

MVP 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 ,キサン タンガム ,コロイド

性金,アセチルヘプタペプチ

ド-9,ベンジルアルコール, 

カプリル酸グリセリル, 

安息香酸,プロパンジオール  

 

分散 

MVP 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､バーシカン･フィブロネク

チン･エラスチンの合成促進、シワ減少 

  

水 ,キサン タンガム ,コロイド

性白金 ,アセチルテトラペプ

チド-17,ベンジルアルコール,

カプリル酸グリセリル, 

安息香酸,プロパンジオール  

 

分散 

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 

 

水溶 

アーモンドリペア 

 

コラーゲンとほぼ同じ分子量 (約 30万 )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  

 

水溶 

ターメリア ゼン  PRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

 

ウコンから培養した幹細胞を特異的な条件下で培養し得られ

たナチュラルブースター 

ストレス過多の現代人向け､心理的保湿 & ストレスジワ改善 

ウコンカルス溶解質, 

グリセリン ,クエン酸  

分散 

Nephoria BC10044  

〔製造元：BASF Group〕  

 

エラジタンニンの一種コリラギン含量を 15倍濃縮したランブー

タン葉抽出物 

コラーゲンネットワーク強化(Ⅰ型コラーゲン産生促進) 

エラスチンネットワークの強化 (エラスチン合成促進､エラスチ

ン線維の 3D構造改善) 

マルトデキストリン , 

ランブータン葉エキス 
 

水溶 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

RNAge (BC10054)  

〔製造元：BASF Group〕  

 

皮膚構造のイコライザー（平衡装置）である miRNA Let-7bの

自然老化からくる異常調整を抑え､より密度の高い皮膚へ 

56 日間使用で肌密度が向上 & 顔の輪郭（角度）がシャープ
になり､たるみ改善 

マルトデキストリン , 

ヒポファエラムノイデス核 

エキス 
 

水溶 

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  

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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  

分散 

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    

水溶 

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､ヒアルロニダーゼ阻害､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 

 

水溶 

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   

水溶 

SPECI'MEN （BC10001） 

〔製造元：BASF Group〕 

 

初の男性肌専用有用成分 

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  

水溶 

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肌質改善効果 

マンニトール, 

アセチルテトラペプチド-11  

分散 

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 

 

水溶 

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､ハリ・ツヤ､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 

 

水溶 

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､ハリ・ツヤ 

エタノール,水, 

ムラヤコエンジーエキス  

水溶 

センテラ  リバーサ PPF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

 

ツボクサの葉柄由来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 

肌の老化プロセスを逆行させるペプチドを豊富に含む 

ハリ & 弾力性改善､抗シワ､肌の凹凸･毛穴･シミ･赤み改善 

ツボクサカルス順化培養液,

グリセリン ,クエン酸  

分散 

COLLALIFT18 (BC10014) 
〔製造元：BASF Group〕 

 

ブルキナファ ソのアフリカンマホガニー樹皮由来 
皮膚内部の層を包んでいるXVIII型コラーゲン (すべての皮膚

層に存在し､生物学的活性を持つ唯一のコラーゲン )を活性化 
56日間で肌弾性 & 肌表面の均一性 & 目尻の小ジワ改善 

グリセリン ,水, 
カーヤセネガレンシス樹皮

エキス,マルトデキストリン  
 

水溶 

MVP サファイアリフト 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

グルタチオンの優れた抗酸化力と機能性ペプチドのECM回復

効果により､ハリ・弾力の低下やたるみをケア 
酸化ストレス､UVA､たばこの煙がもたらす肌ダメージを軽減､

コラーゲン  & エラスチン合成促進､肌のハリ & 弾力回復 

水,キサンタンガム,合成サフ

ァイア,グルタチオン ,パルミト
イルトリペプチド-28, 

ベンジルアルコール ,カプリ
ル酸グリセリル,安息香酸, 

プロパンジオール 

 

分散 

NaturePep Sacha Inchi 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕  

 

スーパーフード､サチャインチ由来の天然ペプチド 

高密度な真皮を再構築､シャープな輪郭に 

水,加水分解プルケネチアボ

ルビリス種子エキス, 
安息香酸 Na 

 

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

OLEA VITAE PLF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

 

野生オリーブ由来の幹細胞膜から得られたシグナル伝達脂

質でミトコンドリアシナプスを刺激 
･ミトコンドリア密度増加 & 融合促進 

･線維芽細胞増殖促進 
･抗酸化､抗糖化､抗炎症作用 

･肌のシワ･ハリ･弾力改善(in vivo) 

オリーブカルス培養溶解質,

グリセリン ,クエン酸, 
グアーガム,キサン タンガム,

トコフェ ロール 
 

分散 

PH4 Natural Lifting Ferment 
〔製造元：NATURETHIC ACTIVOS S.L.〕 

 

米ヨセミテ国立公園の樹齢100年を超える巨木に生息してい
た酵母の発酵抽出物 

･目に見えるハリ効果 
･肌荒れ(テクスチャー)改善 

･肌の弾力性改善 

グリセリン , 
ピチア培養溶解質液 

 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

PHYTOKINE (A00287) 

〔製造元：BASF Group〕 

 

独自のバイオテクノロジーで処理された大豆エキス 

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 

 

水溶 

RELIPIDIUM BC 10096 

〔製造元：BASF Group〕 

 

バイオ発酵(Lactobacillus 株)させた酵母加水分解物 

表皮ブドウ球菌と黄色ブドウ球菌のバランスを回復し､ 

皮膚の乾燥を改善 

加水分解酵母タンパク ,BG,

ペンチレングリコール  

水溶 

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 

 

油溶 

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 

 

分散 

ビオセラミド WS1 

 

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  

 

分散 

ビオセラミド WS1-BG 

 

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 ※パラベンフリーバージョ ン  

水,BG,セレブロシド, 
キサンタンガム  

分散 

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 ※パラベンフリーバージョ ン  

水,BG,セレブロシド, 

キサンタンガム  

分散 

ビオセラミド 4G 

 

天然セラミド 4%超微小化分散体 

天然セラミド(セレブロシド)を独自の特殊製法により超微小化 

グリセリン ,セレブロシド  

 

分散 

ミルクセラミド 4G 

 

ミルクセラミド 4%超微小化分散体 

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

特殊製法により超微小化 

グリセリン ,乳エキス,乳糖, 

スフィンゴミエリン   

分散 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

ミルクセラミド 1G 

 

ミルクセラミド 1%超微小化分散体 

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
特殊製法により超微小化 

グリセリン ,乳エキス,乳糖, 

スフィンゴミエリン   

分散 

リペックスシアトリス/Lipex Shea Tris 

〔製造元：AAK Sweden AB〕 

 

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・かゆみの軽減に 

シア脂エキス 

 

油溶 

Healerine 

〔製造元：NATURETHIC ACTIVOS S.L.〕 

 

皮膚が持つ自然な再生・創傷治癒力を高め､傷跡を治し 

バリア機能を改善 
レーザー傷に対する治癒効果､皮膚バリア機能の回復効果 

水,レイ シエキス,プロパンジ

オール,キサンタンガム, 
1,2-ヘキサンジオール, 

カプリリルグリコール 

 

水溶 

X50 スキンバリア 
〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

ケラチノサイトに結合するペプチドを DDS に用い､有効成分を
目的部位に導くよう設計された新世代型機能性ペプチド原料 

内包されている特異的なペプチドがフィラグリン合成､ロリクリ
ン合成､ケラチン合成に寄与 

1. 表皮の厚み増加 
2. 表皮の密度増加 

3. 経表皮水分蒸散量(TEWL)の減少 

（乳酸／グリコール酸）コポ
リマー ,ポリビニルアルコー

ル,パルミトイルヘプタペプチ
ド -27,パルミトイ ルオリゴペ

プチド-78,パルミトイルオクタ
ペプチド-24 

 

分散 

りんごセラミド 

〔製造元：つがるりんごセラミド株式会

社〕 

 

リンゴ搾汁残渣を活用し､独自製法で抽出された植物由来セ

ラミド 

主な含有成分 

・グルコシルセラミド 

・ウルソール酸 
・ステロール配糖体 

リンゴ果実エキス 

 

分散 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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､ 

皮膚の高分子成分保護､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 
 

水溶 

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､ 

皮膚の高分子成分保護､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   

水溶 

EPERULINE 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 

炎症性老化対策､加齢に伴う慢性的な微小炎症抑制､ 

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  

水溶 

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  

水溶 

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  

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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､ 
毛髪の抗フリーラジカル & 光老化 & ヘアカラー光退色防止 

BG,ライチー果皮エキス 

 

水溶 

SMARTVECTOR UVCE (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､ 

紫外線照射で有用成分を放出 

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 

 

分散 

アラビアン  コットン PRCF 

〔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,クエン酸  

分散 

センシア キャロタ PRCF 

〔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,クエン酸  

分散 

MVP ダイヤモンド Sirt 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

二酸化ケイ素のマイ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,キサンタンガム,アセチル

ペンタペプチド -35,ダイヤモ

ンド末,ベンジルアルコール,

カプリル酸グリセリル, 

安息香酸,プロパンジオール 

 

分散 

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 型コラーゲン合成促進､IL-6 放出抑制､炎症抑制（一時的な

塗布後の効果､24時間継続塗布後の効果） 

オリーブ果実エキス,グリセリ

ン ,水  

水溶 

コビオフィトニック 

〔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

りのシワやクマ､たるみを改善 

目の下の明らかなたるみ改善､クマの赤み減少､クマ軽減 

PG,水,ヘスペリジンメチルカ

ルコン ,ゼニアオイ 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 

 

水溶 

リペックスプレアクト/Lipex PreAct 

〔製造元：AAK Sweden AB〕 

 

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 

 

油溶 

Activys Red Out 
〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

様々な要因で起こる肌の赤みに効果的なウコンとフランスカイ
ガンショ ウのエキスを DHA & EPAカプセルで内包し不快感を  

軽減 
・即時的な抗炎症効果 

・炎症反応 & 皮膚バリア関連遺伝子の調節 
・PGE2レベルの減少 

水,トリ（カプリル酸／カプリン
酸）グリセリル,グリセリン ,ソ

ルビ トール ,プロパンジオー
ル,ホスファチジルコリン ,ドコ

サヘキサエン酸,フランスカイ
ガンショ ウ樹皮エキス,キサ

ンタンガム,エイコサペンタエ

ン酸,酢酸トコフェ ロール,フィ

トスフィン ゴシン ,ウコン根エ

キス ,エチルヘキシルグリセ
リン ,グルタミン酸ジ酢酸 4Nａ 

 

分散 

バオバブ  テイン  NPNF 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

アフリカを象徴する木バオバブ由来 
･細胞の光老化を抑制し UVストレスから保護 
･UV暴露による DNAダメージを減らし､肌を修復 

･栄養豊富なアミノ酸により健やかでハリのある肌を維持 

水,加水分解バオバブ種子 
エキス,ベンジルアルコール,
ソルビン酸 K,安息香酸 Na 

 

水溶 

Ciste'M (BC10023) 

〔製造元：BASF Group〕 

 

力強い生命力を持つロックローズの力で､光によるダメージか

ら現代人の肌を守る  

・ブルーライトによるダメージの防御 
・UVA/UVBによる DNAダメージの防御 & 修復 

・エイジングを加速させるアウトドア/インドア要因からの保護 

マルトデキストリン ,シスツス

モンスペリエンシス花／葉／

茎エキス  

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

Golden C 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

金粒子にピュアビタミン Cとグルタチオンを結合させることで極

めて低濃度でこれまでにない安定性と効果実感を実現 
･100%の安定性と 100%の浸透性を実現 

・アスコルビン酸が超低濃度でも高い効果を発揮 
･水系､油系問わず広範囲の pHで使用可能 

水 ,ソルビ トール ,キサン タン

ガム,アスコルビン酸,金,グル
タチ オン ,プロパン ジオー

ル,1,2-ヘキサンジオール, 
カプリリルグリコール 

 

分散 

ツボフォース W 

 

ツボクサ原料のハンドリング性を飛躍的に向上！ 

Ⅰ型コラ ーゲン 産生 『 CAST/C』 とⅢ型コラ ーゲン産生
『MADECASSOSIDE』を混合 & 水分散化 

BG,ペンチレングリコール,水,

マデカッソシド ,アシアチコシ
ド ,アシアチン酸,マデカ シン

酸 

 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

AH-CARE L-65 

〔製造元：BASF Group〕 

 

乳酸およびアルギニンで構成された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  

 

水溶 

BETA-HYDROXYDE ACSD (G00011) 

〔製造元：BASF Group〕 

 

アカシアポリサッカライドとサリチル酸の分子集合体で肌に 

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を改善 

サリチル酸,アラビアゴム 

 

水溶 

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   

水溶 

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  

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 
 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

AMC Advanced Moisture Complex NP 

(R11016) 
〔製造元：BASF Group〕 

 

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 

 

水溶 

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 

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

ニング効果 

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 
 

水溶 

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

付与 

バリア修復､脂性肌の皮脂抑制､髪に輝き  &  

柔らかさを付与､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 

 

油溶 



 

 11 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 

 

油溶 

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 

プルーン種子油,酢酸トコフェ ロール 

 

油溶 

LIPOFRUCTYL MO LS 9305 

〔製造元：BASF Group〕 

 

“奇跡の木”モリン ガの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 

 

油溶 

MELHYDRAN LS 9876 

〔製造元：BASF Group〕 

 

ハチミツエキス 

NMF 様作用､肌および髪のロング・ラスティン

グ保湿､微小起伏改善､キメ改善､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 
 

水溶 

DANSONYL LS 9715 
〔製造元：BASF Group〕 

 

アフリカの”生命の木”バオバブ由来の保湿
剤、皮膚表面に保護被膜を形成することによ

り皮膚の潤い  & 柔軟性 &  ツヤ等の官能特
性を改善、顕著な皮膚引き締め効果 

加水分解バオバブ葉エキス,フェ ノキシエ
タノール,カルボマー  

水溶 

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 

 

水溶 

アルゲコロイド 

〔製造元：Bottger GmbH〕 

 

天然有用成分を高濃度に含んだ海藻（褐藻

類）抽出粉末エキス 

増粘､乳化補助､感触改善､保湿効果 

褐藻エキス もしくは アルギン酸 Na 

 

水溶 

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 

 

水溶 

MCM-N1 

 

海洋性コラーゲンをナノ処理化した高浸透性

コラーゲン  

加齢により減少するコラーゲンを補充、 

べた付きを防止し､さらっとした保湿感を付与 

水,BG,ペンチレングリコール, 

加水分解コラーゲン   

水溶 

Marine Collagen SF 

〔製造元：MATRIX BioScience GmbH〕 

 

部外品対応､舌平目由来の水溶性コラーゲン  

平均分子量 30万 

医療用製剤も製造可能な工場で加工 

無色透明でにおいが少ない 

水,水溶性コラーゲン , 

フェ ノキシエタノール,クエン酸  

水溶 

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､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 

 

水溶 

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

(別名サチャインチ､インカインチ )から得られる

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 

 

油溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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  

水溶 

ヒアルロン酸ナトリウム 

 

鶏冠由来ヒアルロン酸純末 ヒアルロン酸 Na 
 

水溶 

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  

 

水溶 

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 

 

水溶 

リペックスシア/Lipex Shea 

〔製造元：AAK Sweden AB〕 

 

結晶化が少なく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 

 

油溶 

リペックスシアソフト/Lipex Sheasoft 

〔製造元：AAK Sweden AB〕 

 

結晶化が少なく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 

 

油溶 

リペックスシアライト/Lipex SheaLight 

〔製造元：AAK Sweden AB〕 

 

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剤との相溶性も良好 

（流動点：10℃） 

シア脂エチルエステルズ, 

クエン酸  

油溶 

リペックスイリペソフト/Lipex Illipesoft 

〔製造元：AAK Sweden AB〕 

 

ボルネオ産イリペの種子由来のバター 

・高い酸化安定性 

・柔らかく､べたつかない独特な感触 

・持続的な保湿作用 

ショ レアステノプテラ種子脂,クエン酸 

 

油溶 

アミノ シルク NPNF 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

純粋なシルク繊維から得られたシルクアミノ
酸 
即時的（1時間後）かつ長期的（2週間連用）
に保湿改善  

水,シルクアミノ酸,ベンジルアルコール, 
ソルビン酸 K､安息香酸 Na  

水溶 

ミルク テイン  NPNF 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

必須アミノ酸を高含有する乳由来の加水分解

タンパク 
リンスオフ製品配合で､使うごとに皮膚の水分
量が増加 

水,加水分解乳タンパク,ベンジルアルコ

ール,ソルビン酸 K,安息香酸 Na  

水溶 

PhytosteCol 
〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

細胞膜において重要な役割を果たすステロー
ル類をカプセル化技術で浸透させ､細胞内の

ステロールを増やしバリア機能 & 水分保持
能を回復 

水,グリセリン ,レシチン ,シトステロール, 
キサンタンガム,パルミチン酸アスコルビ

ル,グルコノラクトン ,安息香酸 Na,ソルビン
酸 K,グルタミン酸ジ酢酸 4Na 

 

水溶 

Nephydrat BC 10061 

〔製造元：BASF Group〕 

 

タンニン酸などのポリフェ ノール類を含有した

ランブータン果皮抽出物 
角質層 (脂質  & 角質細胞 )の強化､ATP 産

生､ミトコンドリア保護､タウリンが細胞内に水
を引き付けそのまま留める新しい保湿メカニ

ズムを活性化 

グリセリン ,水,ランブータン果皮エキス 

 

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

AFFINISPHERE MARINE (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 

 

分散 

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 

 

水溶 

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 

 

水溶 

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  

水溶 

チトカタライザー Y 

 

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  

 

水溶 

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  
 

水溶 

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､抗かゆみ､保湿､抗ニキ

ビ､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 
 

水溶 

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､抗かゆみ､保湿､抗ニキ
ビ､育毛 

水,エタノール, 

ホウセンカエキス 
 

水溶 

クオラ  ノニ  PRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

 

ノニから培養した幹細胞を特異的な条件下で培養し得られた

ナチュラルブースター 
皮膚常在菌同士が行うコミュニケーショ ンを管理し､良好な菌

バランスを保つことで､ニキビをはじめとした肌トラブルをケア 

グリセリン ,ヤエヤマアオキカ

ルス培養溶解質,クエン酸  

分散 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

Activys Anti-Glycation 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

糖化抑制に効果的な成分を DHA & EPAカプセルに内包し､ 

肌年齢を若返らせる  
・AGEs レベルの低下 

・抗酸化関連遺伝子の発現促進 
・DNA メチル化抑制 

・皮膚の黄色化緩和 

水 ,グリセリン ,プロパンジオ

ール ,ソルビ トール,ホスファ
チジルコリン ,ドコサヘキサエ

ン酸,キサン タンガム,エイコ
サペン タエン酸,アスペルギ

ルス培養物 ,酢酸トコフェ ロ

ール,1,2-ヘキサンジオール,

カプリリルグリコール 

 

分散 

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､ 
皮膚の高分子成分保護､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 
 

水溶 

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､ 

皮膚の高分子成分保護､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   

水溶 

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    

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

BETAPUR (A00067) 

〔製造元：BASF Group〕 

 

野生ミント（ボルド）葉のエキスが抗菌ペプチド (β-ディフェン

シン )を生成し、炎症反応を起こさずに皮膚本来の抗菌システ

ムを促進 

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 

 

水溶 

PHYTOSOOTHE LS 9766 

〔製造元：BASF Group〕 

 

アブラナ種子から抽出  & 精製された植物ステロールが過剰

な洗浄により減少した善玉菌の増殖を助け､悪玉菌の増殖を

抑制 

アブラナステロールズ, 

セテアリルアルコール  

油溶 

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､痛みや不快感を低減 

マンニトール,クエン酸 Na, 

アセチルテトラペプチド-15  

分散 

センシア キャロタ PRCF 
〔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,クエン酸  

分散 

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 

 

水溶 

植物ステロール脂肪酸エステル 

〔製造元：タマ生化学株式会社〕 

 

皮膚・毛髪洗浄剤の皮膚刺激緩和作用 

洗顔フォーム・シャンプー剤の泡の保持作用（安定化）による

洗浄力の強化 
毛髪へのコンディショ ニング作用 

オレイン酸フィトステリル,  

トコフェ ロール  

油溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 

フィトステロールズ 

 

油溶 

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)化粧品成分 
樹状細胞の活性を制御(in vivo) 

皮膚の快適さを取り戻す & 紅斑の改善効果 

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  

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 
 

水溶 

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 

大腿部のサイズダウン､α2 アドレナリン受容体ブロックによる
細胞内 cAMP 増加 & 脂肪分解促進 

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 

 

水溶 

SVELTINE ST（BC10032) 
〔製造元：BASF Group〕 

 

エゾミソハギ(地上部)の水-アルコール抽出物 
コラーゲンを活性化し､引き締め効果を実現 

ヒップアップや､大腿部のリモデリング(腿周囲の引き締め､ 
腿隙間の増加)に効果を発揮 

マルトデキストリン ,エゾ ミソ
ハギ花／葉／茎エキス  

分散 

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､有用成分を目的部位に

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 

 

分散 

BrownSlim 

〔製造元：NATURETHIC ACTIVOS S.L.〕 

 

植物由来成分が脂肪の燃焼を促進  & 蓄積を抑制し､醜いセ

ルライトを減少 

脂肪分解活性化遺伝子 UCP1 の発現促進､グルコース取り込

み抑制､セルライト減少､体内内部温度上昇 

水,グリセリン ,レシチン ,ガル

シニアカンボジア果実エキ

ス ,ワカメエキス ,キサン タン

ガム,安息香酸Ｎａ,ソルビン

酸K,グルタミン酸ジ酢酸4Na  

 

水溶 

サルコスリム リシェ イプ  PRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

 

スペインの希少な高山植物 Sarcocapnos crassifolia  

から培養した幹細胞を特異的な条件下で培養し得られた 

ナチュラルブースター 

塗るだけでフェ イス & ボディラインのスリミング効果を発揮､ 

大腿部のサイズダウンおよび体重減少､顔のたるみ減少 

グリセリン ,サルコカプノスク

ラシフォリアカルス溶解質, 

クエン酸  

分散 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

PURICARE POE LS 9727 

〔製造元：BASF Group〕 

 

“奇跡の木”モリン ガの種子から得られた天然のカチオン性タ

ンパク質 
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べたつき抑制､臭い軽減 

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 

 

水溶 

クオラ  ノニ  PRCF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

 

ノニから培養した幹細胞を特異的な条件下で培養し得られた

ナチュラルブースター 

皮膚常在菌同士が行うコミュニケーショ ンを管理し､良好な菌

バランスを保つことで､体臭を抑制 

グリセリン ,ヤエヤマアオキカ

ルス培養溶解質,クエン酸  

分散 

Rambuvital BC 10059 

〔製造元：BASF Group〕 

 

ケンフェ ロール含有ランブータン種子抽出物 

毛球の活性化(ATP の増加､細胞アポトーシスの減少 ) 

スカルプの保護(皮脂酸化抑制､保湿) 

毛髪のリフレッシュ(臭いの吸着抑制) 

マルトデキストリン , 

ランブータン種子エキス  

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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  

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 
 

水溶 

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､ツヤや櫛通りの改善

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 
 

油溶 

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  

油溶 

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 
 

油溶 

アミノ シルク Quat NPNF 
〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

純粋なシルク繊維から得られた四級化シルクアミノ酸誘導体 
毛髪に必要なアミノ酸を多く含み､髪の強度や弾力性､扱いや

すさを向上 

水,ココジモニウムヒドロキシ
プロピルシルクアミノ酸,ベン

ジルアルコール,ソルビン酸
K,安息香酸 Na 

 

水溶 

Fision EcoSil 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

天然(オリーブ )由来のシリコーン代替原料 

ジメチコンやシリコーンブレンド品と比較し同等以上の性能 

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 

 

油溶 

Fision KeraVeg18 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

動物性加水分解ケラチンと同等以上の効果をもたらす植物由
来代替原料 
• 毛髪強度 & 弾力性を向上  
• 濡れた髪 & 乾いた髪の櫛通り性改善 
• 静電気や縮れを少なくし､スタイリングを容易に 

水,コムギアミノ酸,ダイズアミ
ノ酸,アルギニン HCl,セリン , 
トレオニン ,ベンジルアルコー
ル,ソルビン酸K,安息香酸Na  

 

水溶 

NosilFix Anti-Frizz 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

ポリサッカライドベースの天然ポリマーにトチャカエキスを担持
させた生体模倣型のマイクロポーラスシリカを組み合わせ､ 
シリコンフリーのフィルムを形成 
･酸化ダメージからのキューティクル保護と修復 
・スタイルの保持: 縮れ抑制効果 

水,トチャカエキス,グリセリン ,
レシチン ,アロエベラ液汁, 
キサンタンガム,ケイソウ土,
グルコノラクトン ,安息香酸
Na,ソルビン酸 K,グルタミン
酸ジ酢酸 4Na 

 

水溶 

Rice Tein NPNF 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

カチオン性とアニオン性､両方の米由来アミノ酸を含有 

静電気的反発力で髪のボリュームを UP 

水,加水分解コメタンパク, 

ベンジルアルコール, 
ソルビン酸 K,安息香酸 Na 

 

水溶 

バオバブ  テイン  NPNF 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

アフリカ象徴の木バオバブ由来 
毛髪に対するアンチエイジング効果 
 

水,加水分解バオバブ種子
エキス,ベンジルアルコール,
ソルビン酸 K,安息香酸 Na 

 

水溶 

フィトヴィエ ディフェ ンス 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

シナアブラギリ種子油およびアブラナ種子油から得られた 

植物性ポリマー 
毛髪の保護､スタイル保持､切れ毛防止  

（アブラナ種子油／シナアブ

ラギリ種子油）コポリマー, 
トコフェ ロール 

 

油溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

DANSONYL LS 9715 

〔製造元：BASF Group〕  

 

アフリカ”生命の木”バオバブ由来の保湿剤 

天然のバイオポリマーを含み､健康な髪･傷んだ髪のコンディ
ショ ニング効果に優れ､髪にしなやかさ､櫛通りの良さを与える   

加水分解バオバブ葉エキス,

フェ ノキシエタノール, 
カルボマー 

 

水溶 

NaturePep Amaranth 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

高タンパク含量､8種の必須アミノ酸を含むアマランサス由来
エキス 

・繊維の一本一本を太くし、ふんわりした髪に 

・摩擦を減らし動きのある弾む髪に 

・ツヤと輝きを与え健康的な髪に 
・扱いやすい髪に整えダメージを予防 

水,センニンコク種子エキス,
安息香酸 Na 

 

水溶 

トライスパイア バイタライズ 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

プロビタミン B5（パンテノール）と四級化アンモニウム塩のハイ
ブリッド=進化型パンテノール 

・シリコンフリーで毛髪に輝きや密度、シルキーさを付与 
・毛髪に潤いを与え､扱いやすさを即座に改善 

・過酷な化学処理による損傷軽減 & 櫛通り改善 

水,パンテニルヒドロキシプロ
ピルステアルジモニウムクロ
リド,フェ ノキシエタノール, 
エチルヘキシルグリセリン  

 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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､毛髪の

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 

 

水溶 

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､かゆみと赤みの鎮静 

サルビアヒスパニカ種子油 

 

油溶 

キノア･プロ  EX 
〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

スーパーフードとして知られるキノアから得られた多機能性 
天然由来タンパク質 
毛髪のカラー保持､コンディショ ニング性向上､毛髪保護効果  

水,加水分解キノア種子,BG,
フェ ノキシエタノール,ソルビ
ン酸 K,エチルヘキシルグリ

セリン  

 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

カピリア ロンガ PPF 

〔製造元：Vytrus Biotech S.L.〕 

 

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 

毛髪成長を再活性化､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,

ペンチレングリコール, 

フィチン酸 
 

分散 

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

トテン酸 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 

 

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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､ハリ・ツヤ､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 

 

水溶 

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､抗かゆみ､保湿､抗ニキ

ビ､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 

 

水溶 

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､抗かゆみ､保湿､抗ニキ

ビ､育毛 

水,エタノール, 

ホウセンカエキス 
 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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､頭皮のべたつきを減少､市場のベン

チマークに匹敵するフケ減少の臨床効果 

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 

 

水溶 

ELESTAB HP 100 

〔製造元：BASF Group〕 

 

合成由来抗菌剤 
カチオン性成分で細菌・真菌および酵母に対して広い抗菌ス
ペクトルを有する  

フケに直接関連する真菌である癜風菌 (Malassezia furfur)に
対する特異的活性により､フケ､頭皮のかゆみ､べたつきを  

持続的に抑制 

ジイセチオン酸ヘキサミジン  

 

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

Shadownyl Clear BC10112 

〔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､短期間でクマとシワを改善 

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 
 

水溶 

SPECI'MEN （BC10001） 

〔製造元：BASF Group〕 

 

男性の肌専用､初の有用成分 

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  

水溶 

コビオフィトニック 
〔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
りのシワやクマ､たるみを改善 

目の下の明らかなたるみ改善､クマの赤み減少､クマ軽減 

PG,水,ヘスペリジンメチルカ
ルコン ,ゼニアオイエキス,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 

 

水溶 

NaturePep Quinoa 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

スーパーフードとして知られるキノアの種子から得られたエキ

ス 
わずか 28日間で涙袋 & 目の下のたるみを改善 

水,キノア種子エキス, 

安息香酸 Na  

水溶 

 

 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

BETA-HYDROXYDE ACSD (G00011) 
〔製造元：BASF Group〕 

 

アカシアポリサッカライドとサリチル酸の分子集合体で肌にや
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 
保ちつつ脂性肌を改善 

サリチル酸,アラビアゴム 

 

水溶 

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 

 

水溶 

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 

 

水溶 

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  

水溶 

NEUROBIOX BC 10092 

〔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､肌のツヤ改善､ 

抗シワ､毛穴を縮小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 

 

水溶 

Bix' Activ (BC10050) 

〔製造元：BASF Group〕 

 

皮脂をコントロールし､ピュアでテカリのない肌へ 

・皮脂をコントロールし､テカリを抑える  

・毛穴を目立たなくする  

・アクネ菌による肌トラブルを防ぐ  

マルトデキストリン , 

ベニノキ種子エキス  

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

LARICYL LS 8865 

〔製造元：BASF Group〕 

 

東欧のカラマツ科の木に自生するキノコの抽出物 

毛穴を目立たなくする効果 
持続的な保湿効果 

BG,エブリコエキス ,フェ ノキ

シエタノール,PEG-40 水添ヒ
マシ油 

 

水溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

HYALUFIX GL BC 10095 

〔製造元：BASF Group〕 

 

タイのジンジャー葉由来水溶性エキス 

ヒアルロン酸合成酵素（HAS-2）遺伝子発現､高分子ヒアルロ

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 

 

水溶 

HYALURONIC FILLING SPHERES 

（C00309） 

〔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 
 

油溶 

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  

 

油溶 

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､ツヤや櫛通り性の 

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 

 

油溶 

 

 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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､ 

皮膚の高分子成分保護､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 
 

水溶 

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､ 

皮膚の高分子成分保護､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   

水溶 

PURICARE POE LS 9727 
〔製造元：BASF Group〕 

 

“奇跡の木”モリン ガの種子から得られた天然のカチオン性タ
ンパク質 

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べたつき抑制 

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 
 

水溶 

PURISOFT PW PSE LS 9836 

〔製造元：BASF Group〕 

 

“奇跡の木”モリン ガの種子から得られた天然のカチオン性タ

ンパク質 

抗ポリューショ 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   

水溶 
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商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

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 

 

水溶 

EPERULINE 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 
炎症性老化対策､加齢に伴う慢性的な微小炎症抑制､ 
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  

水溶 

Activys Anti-Pollution 

〔製造元：INFINITEC ACTIVOS S.L.〕 

 

ポリューショ ン対策に効果的な成分を DHA & EPAカプセルで
内包し肌を環境汚染から保護 
・わずか 15分で抗酸化レベルを 3%上昇 
・24時間で皮膚内の重金属量を減少 
・24時間で皮膚の解毒能力を上昇 
・皮膚に PM2.5等の粒子を付着させにくくする  

・UVダメージからの保護 
・抗炎症効果 

水 ,グリセリン ,プロパンジオ
ール ,ソルビ トール,ホスファ
チジルコリン ,ドコサヘキサエ
ン酸,エイコサペン タエン酸,
キサンタンガム,アスコフィル
ムノドスムエキス,アスペル

ギルス培養物,プセウダナベ
ナガレアタエキス,酢酸トコフ
ェロール,スピルリナプラテン

シス,1,2-ヘキサンジオール,
カプリリルグリコール 

 

分散 

フィトヴィエ ディフェ ンス 

〔製造元：TRI-K Industries, Inc.〕 

 

シナアブラギリ種子油およびアブラナ種子油から得られた 
植物性ポリマー 
汚染物質､環境からのダメージ & 刺激性物質から肌を保護 

（アブラナ種子油／シナアブ
ラギリ種子油）コポリマー, 
トコフェ ロール 

 

油溶 

Rambuvital BC 10059 

〔製造元：BASF Group〕 

 

ケンフェ ロール含有ランブータン種子抽出物 

毛球の活性化(ATP の増加､細胞アポトーシスの減少 ) 
スカルプの保護(皮脂酸化抑制､保湿) 
毛髪のリフレッシュ(臭いの吸着抑制) 

マルトデキストリン , 

ランブータン種子エキス  

水溶 

 
 

 
商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

Lipex Bassol C 

〔製造元：AAK Sweden AB〕 

 

リノレン酸を取り除き､酸化安定性をオリーブ油の約 2 倍に高

めた無色・無臭エモリエント & サステナブル基剤 
脂肪酸組成：オレイン酸 90%弱､リノール酸約 10% 
 

カノラ油,クエン酸 

 

油溶 

 
 

 

商品名  説明・特長  化粧品成分表示名称 性 状 ･ 溶 性  

ELESTAB CPN 

ELESTAB CPN ULTRAPURE 

〔製造元：BASF Group〕 

 

微生物から保護する多目的な防腐剤 
細菌､真菌および酵母に対して幅広い抗菌活性を持つ水溶性

抗菌物質 

クロルフェ ネシン  

 

水溶 

ELESTAB HP 100 
〔製造元：BASF Group〕 

 

合成由来抗菌剤 
カチオン性成分で､細菌、真菌および酵母に対して広い抗菌
スペクトルを有する  

フケに直接関連する真菌である癜風菌 (Malassezia furfur)に
対する特異的活性により､フケ､頭皮のかゆみ､べたつきを持
続的に抑制 

ジイセチオン酸ヘキサミジン  

 

水溶 

 



 

I  N  D  E  X 
 
 

 掲載ページ    掲載ページ  

A 14 Activys Anti-Glycation  L 11 LIPOFRUCTYL DP LS 9364 

 23 Activys Anti-Pollution   11 LIPOFRUCTYL MO LS 9305 

 9 Activys Red Out   9, 19 LITCHDERM LS 9704 

 1 ACTIWHITE PW LS 9860   4, 21 LOX-AGE (A00327) 

 13 AFFINISPHERE MARINE (C00465)   2 LUMINIA GRANATUM PRCF 

 10 AH-CARE L-65   8 LYS'SUN (BC10006) 

 10 AMC Advanced Moisture Complex NP (R11016)   6 LYS'LASTINE V (A00077) 

 8, 14, 22 ARGANYL LS 9781  M 11 Marine Collagen SF 

 8, 14, 22 ARGANYL PW LS 9830   13, 21 MAT-XS CLINICAL (A00098) 

 13 ASEBIOL LS 9853   11 MCM-N1 

B 10, 21 BETA-HYDROXYDE ACSD (G00011)   11 MELHYDRAN LS 9876 

 13, 14, 21 BETAPUR (A00067)   5 MVP ゴールデンコラゲニン  

 21 Bix' Activ (BC10050)   6 MVP サファイアリフト 

 16 BrownSlim   9 MVP ダイヤモンド Sirt 

C 9 C20+ コビオライブ    5 MVP プラチナ MatrixEM 

 9 Ciste'M (BC10023)   4 MYOXINOL LS 9736 

 6 COLLALIFT18 (BC10014)  N 19 NaturePep Amaranth 

 4 CYLASPHERE RETINOL (C00479)   3 NaturePep Pea 

 2 CYTOVECTOR FERULIC (L00018)   21 NaturePep Quinoa 

D 11, 19 DANSONYL LS 9715   6 NaturePep Sacha Inchi 

 5 DERMAGENIST PW (BC10004)   5 Nephoria BC10044 

 2 DERMAWHITE WF C (BC10046)   12 Nephydrat BC 10061 

 6 DERMICAN PW LS 9838   4, 21 NEUROBIOX BC 10097 

 8 DN-AGE PW PSE LS 9827   18 NosilFix Anti-Frizz 

 3 DN-Aura (BC10011)  O 7 OLEA VITAE PLF 

E 23 ELESTAB CPN / ELESTAB CPN ULTRAPURE   6 

 

OLIGOLIN (BC10028) 

 20, 23 ELESTAB HP 100  P 11, 23 PatcH2O (A00297) 

 6, 14 ELESTAN PW LS 9879   7 PH4 Natural Lifting Ferment 

 8, 23 EPERULINE PW LS 9627   7 PHYTOKINE (A00287) 

 4 EPIGENIST LS 10003   14 PHYTOSOOTHE LS 9766 

F 18 Fision EcoSil   12 PhytosteCol 

 18 Fision KeraVeg18   17 PILISOFT LS 9760 

G 10 Golden C   6 PROTEASYL PW PSE LS 8951 

H 8 Healerine   16, 22 PURICARE POE LS 9727 

 4, 22 HYALUFIX GL BC 10095   22 PURISOFT PW PSE LS 9836 

 4, 22 HYALURONIC FILLING SPHERES （C00309）  R 16, 23 Rambuvital BC 10059 

 10, 18 HYALUROSMOOTH LS 8998   7 RELIPIDIUM BC 10096 

I 18, 22 IRWINOL LS 9890   18 Rice Tein NPNF 

L 22 LARICYL LS 8865   5 RNAge (BC10054) 

 4 LINEFACTOR C（A00314）  S 20 SANICAPYL (BC10030) 

 23 Lipex Bassol C   2 SBG-24 

 10 LIPOFRUCTYL ARGAN LS 9779   2 SBG-500 

 11, 18 LIPOFRUCTYL CYPERUS LS 9892   4 SBG-HA25 
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S 21 Shadownyl Clear BC10112  セ 9, 14 センシア キャロタ PRCF 

 14 SKINASENSYL PW LS 9852   6 センテラ  リバーサ PPF 

 16 SLIM-EXCESS (A00073)  タ 5 ターメリア ゼン PRCF 

 9 SMARTVECTOR UVCE (C00013)  チ 19 チアプロテクト 

 6, 21 SPECI'MEN （BC10001）   11 チシマザサ水 K2-C 

 7, 18 SPHINGOCERYL VEG LS 9948   1 チトカタライザー 

 16 SVELTINE (L00126)   1 チトカタライザー BG30 

 16 SVELTINE ST（BC10032）   2 チトカタライザー W 

 15 SYMBIOCELL (BC10015)   13 チトカタライザー Y 

 6 SYNIORAGE PW LS 9847   13 チトカタライザー YSC 

T 19 TRICHOGEN VEG LS 9922  ツ 10 ツボフォース W 

U 4, 22 ULTRA FILLING SPHERES (C00487)  ト 19 トライスパイア バイタライズ  

V 10 VIT-A-LIKE PW LS 9898  ハ 9, 18 バオバブ  テイン  NPNF 

 4 VitAlease  ヒ 12 ヒアルロン酸 WS1N 

W 3 WHITE TEA EX   12 ヒアルロン酸 WS1N-F 

X 10 X-PRESSIN C （R11021）   12 ヒアルロン酸ナトリウム 

 4 X50 アンチエイジング   1, 2 ビオカタライザープラセンタ APF(SW )（ F - P E - AP F ） 

 16 X50 シルエット   1, 2 ビオカタライザープラセンタ APF(SW )（ M - PE - A PF ） 

 8 X50 スキンバリア   1, 3 ビオカタライザープラセンタ APF(SW )（ T - P E - A PF ） 

 5 X50 ヒアルフィラー   1, 3 ビオカタライザープラセンタ CH 

 2 X50 ピュアホワイト   7 ビオセラミド 4G 

 2 X50 フォトグロー   7 ビオセラミド CH 

 5 X50 ミオセプト   7 ビオセラミド WS1 

ア 5 アーモンドリペア   7 ビオセラミド WS1-BG 

 12 アミノ シルク NPNF   7 ビオセラミド WS1N-BG 

 18 アミノ シルク Quat NPNF   11 ビオマリンコラーゲン  

 9 アラビアン  コットン PRCF  フ 18, 23 フィトヴィエ ディフェ ンス 

 11 アルゲコロイド   15 フィトステロール-SKP 

イ 11 インカオメガオイル   1, 3 プラセンタエキス BD（SW） 

オ 6, 20 オオバナサルスベリ抽出液  ホ 3, 13, 20 ホウセンカエキス PD 

カ 19 カピリア ロンガ PPF   3, 13, 20 ホウセンカエキス TCP 

キ 19 キノア･プロ  EX  ミ 12 ミルク テイン  NPNF 

ク 13, 16 クオラ  ノニ  PRCF   8 ミルクセラミド 1G 

コ 14 コクトオリゴピュア   7 ミルクセラミド 4G 

 9, 21 コビオフィトニック  ム 3, 6 ムラヤコエンジー抽出液 

 2 コビオホワイト  リ 12 リペックスイリペソフト/Lipex Illipesoft 

 5 コビオリフト   12 リペックスシア/Lipex Shea 

 1 コビオリペア WGC   12 リペックスシアソフト/Lipex Sheasoft 

サ 16 サルコスリム リシェ イプ PRCF   8 リペックスシアトリス/Lipex Shea Tris 

シ 14 植物ステロール脂肪酸エステル   12 リペックスシアライト/Lipex SheaLight 

 12 シルク 10WS1N   9 リペックスプレアクト/Lipex PreAct 

セ 1 セライル   8 りんごセラミド 

 3 セラフォース® レチノールプラス      




