スキン・バイオアクティブ
今明かされる美の力
肌の美しい外観と究極の感覚

Skin Bioactives
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Skin Bioactives

スキン・バイオアクティブ
私たちDSMは、美しい肌には、２つの力があると考えています。ひとつは、鏡に映る自分の姿が好き
ということから生まれる力、もうひとつは肌が心地良いと感じることから生まれる力です。私たちの
化粧品向け高機能性活性成分-スキン・バイオアクティブ-は、肌の外観と官能特性を改善し、人々を
真に力づける美しい肌外観と、究極の肌の心地よさをもたらすことを、私たちは確信しています。
肌の美の力とその可能性を明らかにするために、肌の感覚と外観を改善するためのトレンドをリード
する機能性活性成分を幅広く揃えています。
私たちは、スキンケアの領域で特に重要な効果・機能に特化しています。保湿、皮膚バリア機能、抗
老化、シワの改善、むらのない肌色に対して、性別、年齢、人種に関係なく、効果が期待される高機能
性原料を提供しています。
美に対する強い感性と人々の美への要求を深く理解することで、私たちの「英知あふれるサイエン
ス」を、お客様のブランドに付加価値をもたらすことができる、有効性の高い、効果の実証された機
能性活性成分の開発・提供に応用しています。私たちには、時代のニーズや変化などに機敏に対応で
きる柔軟性と、皮膚生物学の人材の専門性、最先端の合成ペプチド、抽出技術を併せ持ちます。これ
により、私たちはスキンケアの分野で進歩することができ、肌の外観と感覚を究極に改善することが
可能となっています。

Skin Bioactives
At DSM we believe in the twofold power of beautiful skin – power that comes from liking what you
see in the mirror, and power that comes from feeling comfortable in your skin. And we are convinced
that our high performing skin bioactives enhance the look and feel for an ultimate skin appearance and
sensation that truly empowers people.
To reveal skin’s beauty potential we offer a broad portfolio of trend setting and high performing
bioactives that truly improve skin sensation and appearance. Our offering focuses on the key benefit
areas in skin care: moisturization, skin barrier protection, anti-ageing, lines and wrinkle refinement
and even skin tone, regardless of gender, age or ethnicity.
With a strong sense for beauty and in-depth understanding of people’s skin aspirations we translate
bright science into powerful, claim substantiated bioactives that bring true value to our customer
brands. Our agility, and people’s expertise in skin biology and our cutting-edge synthetic peptide and
extraction technologies enable us to step up in the targeted benefit areas and thus ultimately
improve skin appearance and sensation.

Skin Bioactives
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Skin Bioactives

美しい肌の外観
完璧さを求める現代で、好印象を与えることは重要で、自信を高めてくれる美しさは実質的な資産です。

多数の市場調査で、世界中の女性の４人に３人が、年齢、人種、収入に関係なく、正しいスキンケア製
品の使用により、より若く見えるように維持でき、そのため、より長い間、美しくいることができると
考えていることが確認されています。
事実、最初に人の印象に残るもののひとつは、肌です。世界中の誰しもが滑らかで若く見える肌を望
むのは、全く不思議なことではありません。
むらのない、ハリのある、そしてシワのない肌の、明るく健康的な外観は、美しく見えるための重要な
要素です。
私たちの機能性活性成分-スキン・バイオアクティブ-は、あなたの肌の見た目を真に変えるでしょう。

Beautiful Appearance
In today’s world of perfection, making a good impression matters, and beauty that boosts your
confidence is a tangible asset. Numerous market research studies confirm that three out of four
women globally, regardless of their age, ethnicity or income level, believe that using the right skin
care products can keep them looking younger and hence more beautiful for longer.
It’s a fact that one of the first things people register about others’ appearance is their skin. So it’s no
wonder that many people around the world aspire to skin that is smooth and young looking. A
radiant, healthy appearance with skin that is even, firm and wrinkle free are fundamental to looking
beautiful. And our portfolio of high-performing bioactives will truly transform the way your skin looks.

Skin Bioactives

5

6

Skin Bioactives

むらのない美しい均一な肌色
肌の色は、顔全体や体の皮膚の状態を示唆します。輝きと艶のある肌は、適切にケアされていること
の表れであり、健康的で魅力的に見えます。より明るい肌、陶器のように白い肌、ブロンズ色に焼けた
肌のいずれにとっても、むらのない、艶があり、若々しい皮膚色は、いつでも、美しく見えるための基
本です。
私たちの機能性活性成分-スキン・バイオアクティブ-は、むらのない美しい肌へと導き、あなたの肌の
見た目を真に変えるでしょう。

Evenly Beautiful Skin Tone
Skin tone is a big part of overall face and body skin condition. Glowing, radiant skin tone is a sign
that good care is being taken of the skin, giving it a healthy, attractive appearance. And whether a
brighter skin tone, a porcelain-like skin complexion or a bronze tan are desired, an even, radiant and
youthful complexion are always fundamental to looking beautiful.
With our portfolio of high-performing bioactives we help you
achieve even toned beautiful looking skin appearance and truly
transform the way your skin looks.

Skin Bioactives
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Skin Bioactives

究極の肌感覚
美は、個性の基礎的な一部であり、自信のレベルに強く影響します。美しさを感じていれば、それで
力づけられ、自分の個性や自信を、自然に開放的にそして心に訴えかけるように伝えることができ
ます。
完璧な美を体験するには、肌の心地良い感覚と、肌触りの良さが必須です。
肌は常にやわらかく潤いを感じていなくてはなりません。
私たちの機能性活性成分-スキン・バイオアクティブ-は、完璧な皮膚バリア機能を構築することで、
肌の心地よさをもたらし、あなたの肌感覚を真に変えるでしょう。

Ultimate Sensation
Beauty is a fundamental part of the personality and strongly influences our level of confidence.
Feeling beautiful empowers you, allowing to express your personality and confidence in a natural,
open and inspirational way.
And for a complete beauty experience it is essential that you feel comfortable in your skin and your
skin feels pleasant to touch.
Skin should always feel soft and moisturized. With our portfolio of high performing bioactives we
help you achieve this sensation by building a perfectly functioning skin barrier to truly transform the
way your skin feels.

Skin Bioactives
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肌の外観

Appearance

抗老化

Skin Ageing prevention & Rejuvenation
早期の皮膚老化から肌を保護します。外的・内的要因により加速される老化兆候から肌が回復するのを助けます。
⇒ 回復力の備わった、より若く見える肌に。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

COLHIBIN PF
コルヒビン
5036593

植物

加水分解コメタンパク
溶媒： 水,グリセリン

Hydrolyzed Rice Protein

植物由来コラゲナーゼ阻害剤。抗コラゲナーゼ, 抗ゼラチ
ナーゼ活性によるコラーゲンの分解阻害。皮膚の水分を保
ち、弾力性を与えます。防腐：フェノキシエタノール、安息
香酸Na、ソルビン酸K

DISMUTIN®-J PF
ディスムチン JPF
5033772

バイオテク
ノロジー

スーパーオキシドジスムターゼ
溶媒： 水,ブチレングリコール

Superoxide dismutase

皮膚の細胞内基質であるヒアルロン酸の脱重合を阻害し,
生体高分子を護ります。 表皮に浸透し, 過酸化脂質の形
成を阻害し, 表皮細胞を保護します。

ELHIBIN®- PF
エルヒビン PF
5033551

植物

ダイズタンパク、バリン、グリシン
溶媒：水、グリセリン

Glycine Soja (Soybean)
Protein, Valine, Glycine

精製ダイズタンパク分画。白血球・線維芽細胞エラスター
ゼを阻害し、皮膚刺激・炎症から保護。肌の弾力の維持。
肌の保湿。

PREREGEN®PF
プレレゲン PF
5038289

植物/
バイオテク
ノロジー

ダイズタンパク,スーパーオキシド
ジスムターゼ
溶媒：水、グリセリン

Glycine Soja (Soybean)
Protein, Superoxide
Dismutase

フリーラジカル中和作用、エラスターゼ阻害能、抗オゾン
活性をもつユニークな複合体。ポリューションからの 保
護。

REGU®-AGE PF*
レグ‐エイジ PF

植物/
バイオテク
ノロジー

加水分解コメタンパク, ダイズタ
ンパク, スーパーオキシドジスム
ターゼ
溶媒： 水,グリセリン

Hydrolyzed Rice Protein,
Glycine Soja (Soybean)
Protein, Superoxide
Dismutase

微小循環を改善し, コラーゲン・エラスチン束を分解から
保護し, フリーラジカルの作用を抑制することにより, 目
の周りの黒ずみや腫脹を改善します。

TEAVIGO®*
テアビゴ
5009227

植物

没食子酸エピガロカテキン

Epigallocatechin
Gallate（EGCG）

DSMの特別な製法で精製抽出した天然の緑茶の葉から得
られた成分。94％の高純度の没食子酸エピガロカテキン。
高い抗酸化能と抗光老化能。

ALPAFLOR® ARTEMISIA AO
アルテミシア AO
5037484

植物

アルテミシ
アウンベリホルミスエキス
溶媒： 水,グリセリン

Artemisia Umbelliformis
Extract

抗酸化、ラジカルスカベンジャー、抗炎症、抗菌

ALPAFLOR® BUDDLEJA AO
ブッドレア AO
5037468

植物

フサフジウツギエキス
溶媒： 水,グリセリン

Buddleja Davidii Extract

DNA 保護作用, 抗酸化, ラジカル除去, 創傷治癒促進

ALPAFLOR® IMPERATORIA AO
インペラトリア AO
5037530

植物

インペラトリア葉エキス
溶媒： 水,グリセリン

Peucedanum Ostruthium
Leaf Extract

創傷治癒促進、上皮再形成、抗炎症

ALPAFLOR® SAMBUCUS AO
サンブカス AO
5037514

植物

セイヨウニワトコエキス
溶媒： 水,グリセリン

Sambucus Nigra Flower
Extract

健 康 な 肌 のた め の 天 然 の 収 斂 剤 。血 管 内 皮 増 殖 因 子
（VGEF）産生の抑制、抗炎症。

*防腐剤不使用
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Raw material certified by Ecocert Greenlife according to the Ecocert Standard for Natural and Organic Cosmetics available at http://cosmetics.ecocert.com

Skin Bioactives

肌の外観

Appearance

しわの改善

Lines &Wrinkles refinement
特定の老化の引き金に作用し、あらゆるタイプのシワ外観を明らかに軽減します。
⇒ より滑らかでハリのある肌の手触りと、目で見て分かるシワの減少。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

SYN®-AKE*
シン－エイク
5036011

合成

ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロ
イルベンジルアミド
溶媒： 水,グリセリン

Dipeptide
Diaminobutyroyl
Benzylamide Diacetate

蛇毒に存在するポリペプチドであるWaglerin 1を模倣し
た合成の小さいペプチドで, 筋肉の収斂を抑制すること
で, 特に表情ジワの減少に即効的に作用します。

SYN®-COLL *
シン－コル
5035740

合成

パルミトイルトリペプチド－５
溶媒： 水,グリセリン

Dipeptide
diaminobutyroyl
benzylamide diacetate

TGF-βを活性化させ線維芽細胞中でコラーゲンの合成を
促進します。 すべてのタイプのシワの改善に有効です。

肌の活性化

Skin Revitalization
肌の健康と本来の活力を増強するために肌にエネルギーを付与します。
⇒ 輝きのある、エネルギーに満ちた、若々しく健康な肌。
製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

I MMUCELL® PF
イムセル PF
5033586

バイオテク
ノロジー

糖タンパク, グルタミン酸,
トレオニン, バリン,
トリペプチド-31
溶媒： 水

Glycoproteins, Glutamic
Acid, Threonine, Valine,
Tripeptide-31

酵母の細胞質から精製。皮膚細胞の代謝を活性化し、細
胞のターンオーバーを線維芽細胞の増殖を促進。好中球の
貪食作用を活性化し、皮膚免疫機能を高めます。

PEPHA®-CTIVE

バイオテク
ノロジー

アルゲエキス
溶媒： 水

Algae Extract

微細藻類 Dunaliella salinaからバイオテクノロジーによ
り得られたエキスで、ミトコンドリアを保護し, 皮膚細胞
のターンオーバーを促 進し血色を良くするATP量を増加
し、皮膚の明るさを改善します。

REVITALIN® PF
リバイタリン PF
5033381

バイオテク
ノロジー

糖タンパク, グルタミン酸,
バリン, トレオニン
溶媒： 水

Glycoproteins, Glutamic
Acid, Threonine, Valine

皮膚細胞呼吸を増加させ, ターンオーバーを促 進させま
す。 皮膚の回復を促進し, 外界から受けるダメージに対す
る, 皮膚本来の保護力を高めます。

*防腐剤不使用

Ecocert approved

Complies with the NATRUE Criteria

Skin Bioactives
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肌の外観

Appearance

輪郭改善／ハリ・引き締め／ボディ・シェイプ
Skin contour remodeling & body perfection

顔・体の肌輪郭をリフトアップ、ハリ、引き締め作用で改善します。
⇒ より引き締まった密度の高い肌外観、ストレッチマークの減少。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

PEPHA®-TIGHT
ペファ－タイト
5035678

バイオテク
ノロジー

アルゲエキス、プルラン
溶媒： 水

Algae Extract, Pullulan

海産クロレラと呼ばれる微細藻類Nannochloropsis
oculataからバイオテクノロジーで得られたエキスです。
皮膚表面の皮膜効果、1型コラーゲンの合成促進、抗酸
化作用により、優れた引き締め効果が期待できます。

REGU®-SHAPE
レグ－シェイプ
5035392

植物

異性化リノール酸
溶媒： 水,グリセリン

Isomerized Linoleic Acid

ナノエマルジョン化された二種の異性化リノール酸が脂
質の蓄積を抑制し, 脂肪細胞に貯蔵されている脂質を分
解します。

REGU®-STRETCH
レグ－ストレッチ
5037077

植物/ 合成

パンテノール、ニガハッカエキス、
パルミトイルトリペプチド－５
溶媒：水、グリセリン

Panthenol, Marrubium
Vulgare Extract, Palmitoyl
Tripeptide-5

ストレッチマークから皮膚構造を保護するユニークな複
合体。コラーゲン合成促進による修復プロセスの活性
化、皮膚炎症の低減。保湿効果と皮膚を滑らかにする効
果も併せ持ちます。

SYN®-HYCAN *
シン－ハイカン
5034736

合成

トリフルオロ酢酸テトラデシルアミ
ノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレ
ア
溶媒： 水,グリセリン

Tetradecyl
Aminobutyroylvalylamino
butyric Urea
Trifluoroacetate

ヒアルロン酸産生促進とコラーゲン線維の質を高める
効果のあるトリペプチド。ハリ・引き締め効果が高く、顔
の輪郭改善に働きます。

SYN®-TACKS *
シン－タックス
5036577

合成

パルミトイルジペプチド－５ジアミ
ノブチロイルヒドロキシトレオニン,
パルミトイルジペプチド－５ジアミ
ノヒドロキシ酪酸
溶媒： 水,グリセリン

Palmitoyl dipeptide-5
diaminobutyroyl
hydroxythreonine,
Palmitoyl dipeptide-5
diaminohydroxybutyrate

真皮表皮接合部（DEJ）のすべての主要なタンパクを有
意に刺激し、優れたハリ・弾力性の改善、肌密度の改善
をします。

*防腐剤不使用
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Raw material certified by Ecocert Greenlife according to the Ecocert Standard for Natural and Organic Cosmetics available at http://cosmetics.ecocert.com

Skin Bioactives

肌の外観

Appearance

てかり改善／毛穴ケア

Shine control & pore refinement
皮膚の過度の脂質産生の減少と毛穴サイズの減少。
⇒ テカリのない、より健康的な肌外観に。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

REGU®-SEB
レグ－セブ
5033861

植物

ソウバメット果実エキス、アルガニ
アスピノサ核油、ゴマ種子エキ
ス、
β－シトステロール

Serenoa Serrulata Fruit
Extract, Sesamum
Indicum (Sesame) Seed
Oil, Argania Spinosa
Kernel Oil, Beta-Sitosterol

天然のポリフェノールにより, ジヒドロテストステロンの
産生を抑え, 皮脂分泌を長時間減少させます。 特に脂性
肌のTゾーン領域における皮脂産生を調節します。

ALPAFLOR® ALP®-SEBUM
アルプ－シーバム

植物

エピロビウムフレイスケリエキス
溶媒： 水,グリセリン

Epilobium Fleischeri
Extract

優れた皮脂調整能力(5α-リダクターゼ抑制)を有し, 毛穴
のサイズ, 皮膚のテカリを減少させ, 抗炎症機能(IL-1と
IL-8抑制)を発揮します。

5037638

*防腐剤不使用

Ecocert approved

Complies with the NATRUE Criteria

Skin Bioactives
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肌の外観

Appearance

肌の色改善
Skin tone

皮膚色を全体的に均一化し、シミ・そばかすを減少します。
⇒ より均一な肌色で、輝きのある若々しい肌に。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

ALPHA-ARBUTIN *
α-アルブチン
5033934

合成

α－アルブチン

ALPHA-ARBUTIN

皮膚細胞に損傷を与えず, シミ・ソバカスの原因となるメ
ラニンの生成を抑制します。

ERYTHRULOSE *

バイオテク
ノロジー

エリスルロース
溶媒： 水

Erythrulose

バイオテクノロジーをセルフ・タンニングに応用。乾燥
を避けながら、深く、むらのない、均一で、持続するタン
ニング効果。DHAとの併用を推奨。

MELFADE® PF
メルフェイド PF
5038189

植物/ 合成

ウワウルシ葉エキス,
リン酸アスコルビルＭｇ
溶媒： 水,グリセリン

Arctostaphylos Uva Ursi Leaf
Extract, Magnesium Ascorbyl
Phosphate

チロシナーゼ活性阻害のみならず, 総合的な作用で肌の
くすみ, 色素の沈着を抑制し, 穏やかな美白効果を発揮
します。

REGU®-FADE
レグ－フェイド
5012880

合成

レスベラトロール

Resveratrol

自然同一成分の純粋なレスベラトロール。より健康的な
肌へと導きます。

ALPAFLOR®GIGAWHITE*
ギガホワイト
5037298

植物

ゼニアオイエキス,セイヨウハッカ
葉エキス ,セイヨウサクラソウエキ
ス,ハゴロモグサエキス ,ベロニカ
オフィシナリスエキス ,メリッサ葉
エキス,セイヨウノコギリソウエキ
ス,
溶媒,水,グリセリン,エタノール

Malva Sylvestris (Mallow),
Extract, Alchemilla Vulgaris,
Extract, Melissa Officinalis,
Leaf Extract, Mentha,
Piperita (Peppermint) Leaf,
Extract, Veronica Officinalis,
Extract, Achillea Millefolium
Extract, Primula Veris
Extract

肌ブライトニングのための有機植物エキス複合体。

*防腐剤不使用
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Raw material certified by Ecocert Greenlife according to the Ecocert Standard for Natural and Organic Cosmetics available at http://cosmetics.ecocert.com

Skin Bioactives

肌の感覚
Sensation

敏感肌／心地よさ回復

Skin Sensitivity & comfort recovery
乾燥による肌の不快感を減少し、敏感の肌を鎮静します。
⇒ 快適な肌の心地よさ、健康的な肌外観と改善された肌感覚。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

STIMU-TEX®AS*
スティムテクス AS

植物

オオムギ麦芽外殻ワックス、シアバ
ターノキエキス、アルガニアスピノ
サ核油

SPENT GRAIN WAX ,
BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTEREXTRACT,
ARGANIA SPINOSA KERNEL

過敏な肌の鎮静、ヒスタミン阻害、抗刺激、抗炎症

ALPAFLOR® MALVA AO
マルバ AO
5037549

植物

ゼニアオイ花／葉／茎エキス
溶媒：水, グリセリン

Malva Sylvestris (Mallow)
Flower/Leaf/Stem Extract

鎮静, 抗炎症, 皮膚の柔軟化, 保湿,

ALPAFLOR® MARRUBIUM AO
マルビウム AO
5037522

植物

ニガハッカエキス
溶媒： 水,グリセリン

Marrubium Vulgare Extract

敏感肌、ストレス肌向けの天然原料。抗ヒスタミン、
抗炎症、抗酸化

ALPAFLOR® SCUTELLARIA AO
スクテラリア AO
5037670

植物

スクテラリアアルピナ
花/葉/茎エキス
溶媒： 水,グリセリン

Scutellaria Alpina Flower/
Leaf/Stem Extract

β-エンドルフィン促進: “幸福感誘導”, 脂質補給,
抗炎症, 鎮静, 抗酸化, ラジカルスカベンジャー

*防腐剤不使用

Ecocert approved

平滑化

Complies with the NATRUE Criteria

Skin Bioactives
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肌の感覚
Sensation

保湿

Skin moisturinzing
短期作用の肌への水分補給と水分保持と、乾燥肌の落屑を改善、皮膚バリアーの保護による長期作用。
⇒ 十分に潤いに満ちた肌、心地よい肌感覚。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

PENTAGYLCAN PF
ペンタグリカン PF
5038291

海洋由来

ムコ多糖
溶媒: 水

Glycosaminoglycans

皮膚表面の潤滑性の付与。保湿効果、滑らかな肌。

PENTAVITIN® *
ペンタバイティン
5033152

植物

異性化糖
溶媒：水

Saccharide Isomerate

皮膚の炭水化物構成と類似の組成。ユニークな皮膚との結合
メカニズムによる72時間持続する保湿効果。肌と頭皮を強化
し保護。肌の感触と外観の改善と、頭皮の乾燥とかゆみの緩
和に有効。リンスオフ製品向けの緩和鎮静成分としても最適。

PHYTALURONATE® PF
フィタルロネート PF
5033527

植物

ローカストビーンガム
溶媒：水

Ceratonia Siliqua Gum

植物由来ポリサッカライドで動物由来のコラーゲンやヒアル
ロン酸に代替。保湿効果と肌平滑化効果。高い水分保持力。皮
膚上に透過性の軽い粘弾フィルムを形成。

SERICIN
セリシン
5033608

シルク

セリシン
溶媒：水

Sericin

皮膚や髪のケラチンと強い親和性を示し水和を高めます。 抗
シワと皮膚に平滑感を与えます。

ALPAFLOR® NECTAPURE PF *
ネクタピュール PF
5037344

植物

フサフジウツギエキス,
タイムエキス
溶媒：水, グリセリン

Buddleja davidii extract,
Thymus vulgaris (thyme)
extract

生体内因性機能強化、解毒作用、水分保持により抗酸化防御
能を増強し、つややかで生き生きとした肌に導きます。

*防腐剤不使用
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Raw material certified by Ecocert Greenlife according to the Ecocert Standard for Natural and Organic Cosmetics available at http://cosmetics.ecocert.com
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肌の感覚
Sensation

皮膚／バリアー保護
Skin barrier protection

肌本来のバリアー機能の回復と増強に働きます。
⇒ やわらかな手触りの肌、外的ダメージへの耐性の高い肌力、早期皮膚老化の減少。

製品名

由来

表示名称（主な成分）

INCI名（活性成分）

機能

ARGAN OIL
アルガンオイル
5038081

植物

アルガニアスピノサ核油

ARGANIA SPINOSA
KERNEL OIL

とても豊富なビタミンEと不飽和脂肪酸が, 肌の機能を守
り, 回復させ, 肌を柔軟でやわらかくします。

LIPOGARD *
リポガード
5033713

バイオテクノ ユビキノン,酢酸トコフェロール,
ロジー/ 合
スクワラン
成

Ubiquinone, Tocopheryl
Acetate, Squalane

脂溶性フリーラジカル除去, 脂質過酸化の阻害

ALPAFLOR® EDELWEISS B *
エーデルワイス B
5037123

植物

エーデルワイスエキス
溶媒： グリセリン, 水, エタノール

Leontopodium Alpinum
Extract

皮膚バリアー機能をサポートし、外的ストレスへの耐性を
高めます。皮膚本来のバランスを保ち、究極の肌感触をも
たらします。抗酸化, ラジカル除去, ヒアルロニダーゼ阻害,
脂質過酸化の阻害, インターロイキン-5阻害, 抗炎症。

ALPAFLOR® EDELWEISS EP
エーデルワイス EP
5037174

植物

エーデルワイスエキス
溶媒： 水,グリセリン

Leontopodium Alpinum
Extract

皮膚バリアー機能をサポートし、外的ストレスへの耐性を
高めます。皮膚本来のバランスを保ち、究極の肌感触をも
たらします。抗酸化, ラジカル除去, ヒアルロニダーゼ阻害,
脂質過酸化の阻害, インターロイキン-5阻害, 抗炎症。

*防腐剤不使用

エコサート対応原料

ネイトゥルー認証原料

Skin Bioactives
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Skin Bioactives

防腐剤不使用

しわの改善

REGU®-SHAPE

REGU®-SEB * ▲

REGU®-FADE *

REGU®-AGE PF *

PHYTALURONATE® PF

PEPHA®-TIGHT

PEPHA®-CTIVE

PENTAVITIN® *

MELFADE® PF

LIPOGARD *

IMMUCELL® PF

▲

●

●

ELHIBIN®- PF

▲

●

DISMUTIN®-J PF

ERYTHRULOSE *

●

抗老化

COLHIBIN

ARGAN OIL

ALPHA-ARBUTIN *

バイオアクティブ （Skin Bioactives)

ネイトゥルー認証原料

エコサート対応原料

エコサート認証製品
（the Ecocert Standard for Natural
and Organic Cosmetics）

スキン

*

●

●

肌の活性化

●

てかり改善
毛穴ケア

肌の外観

●

●

輪郭改善
ハリ・引き締め
ボディ・シェイプ

●

●

●

●

肌の色改善

敏感肌
心地よさ回復

●

●

保湿

肌の感覚

●

●

皮膚
バリアー保護

Skin Bioactives
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●

●

SYN®-TACKS *

●
●

●

ALPAFLOR® SCUTELLARIA AO

ALPAFLOR® SAMBUCUS AO

●

●

ALPAFLOR® MARRUBIUM AO

ALPAFLOR® NECTAPURE PF *

●

ALPAFLOR® MALVA AO

ALPAFLOR® LINUM AO

●

●

ALPAFLOR® EDELWEISS EP

ALPAFLOR® GIGAWHITE *

●

●

ALPAFLOR® BUDDLEJA AO

●

ALPAFLOR® EDELWEISS B. *

●

ALPAFLOR® ARTEMISIA AO

ALPAFLOR® ALP®-SEBUM

アルパフロール （ALPAFLOR®）

●

●

SYN®-COLL *

●

●

SYN®-HYCAN *

●

SYN®-AKE *

シン ‐ ペプチド （SYN-PEPTIDES)

TEAVIGO® *

SERICIN

REVITALIN® PF

私たちDSMは美が人生を豊にすると信じています。
Revealing the Power of Beauty

私たちに浸透している美への情熱と感性をもって、美の真実の可能性を実現するために、
お客様と深く関わっていくことが私たちのビジョンです。
私たちはあなたが何を求めているか、あなたのブランド、そして世界中の人々の美への熱望を理解し
探究し続けることを自信に課しています。
このような洞察で、私たちは、日々美の力を明らかにすることが出来るのです。
スキンケア、サンケア、ヘアケアにおいて、私たちは、先見性と想像力を、
DSMの英知あふれるサイエンス“bright science”を結び付けています。
これを、効果や機能性にも官能特性にも優れた、高い品質と信頼性のある多様な可能性を秘めた
ビューティーケア成分とコンセプトの創造に活かしています。
私たちの創造的かつ解決策を基本とする考え方は、すべて、世界中にいらっしゃるお客様に
感動を与えるためです。皆様と共に、私たちは、現代から未来へと繋がる、
より明るく、より美しい世界を目指して行きたいと願っています。

詳しくは、ウェブをご覧ください。
at www.dsm.com/personal-care

DSMニュートリションジャパン株式会社
パーソナルケア部

〒105-0011
東京都港区芝公園2-6-3
芝公園フロントタワービル10階
Phone: 03-5425-3758 Fax: 03-5425-3775
本情報は、現時点における当社による慎重な試 験および 知見に基づいたものです。あくまでもお客 様の試 験をサポートするためのもので、安定性、使 用感、法 規制または特許 侵害について
保証するものではありません。またここに記載される試験結果は、当該試験の当該試験 条件にのみ適 応されるもで、最終製品における効能効果を保証するものではありません。お客様の責
任においてご使 用、ご評 価いただくようお願い致します。また、本情報の無断転用をお断り致します。
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