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C社

Deep.Moisture.M

\1.000/piece \500/piece \1.000/piece \200/piece \700/piece

35ml 20ml 24ml 20ml 33ml

全成分 全成分 全成分 全成分 全成分

☆キュウリエキス ＢＧ（合成) ＢＧ（合成) ☆グリセリン ＢＧ（合成)

保湿効果、収れん効果
ビタミンC類、クエン酸、ルチン等含有

保湿効果、抗菌効果。
皮膚刺激がなく、毒性が極めて低いア
ルコール類の合成された成分

保湿効果、抗菌効果。
皮膚刺激がなく、毒性が極めて低いア
ルコール類の合成された成分

保湿効果、粘土調整剤、肌
を柔軟にする効果。

保湿効果、抗菌効果。
皮膚刺激がなく、毒性が極めて低いア
ルコール類の合成された成分

カルボマー（合成) アスコルビルグルコシド ☆グリセリン ＢＧ（合成) ☆エタノール

粘度調整剤、乳化剤。
乳化粒子や顔料粒子の分散安定性を
助ける働きを持つ。
刺激がほとんどなく「サラッ」としたしっと
り感をつくる

ビタミンC誘導体の一種でこわ
れやすいビタミンCを安定化・水溶化し
た薬効成分である。

保湿効果、粘土調整剤、肌
を柔軟にする効果。

保湿効果、抗菌効果。
皮膚刺激がなく、毒性が極めて低いア
ルコール類の合成された成分

さとうきびやトウモロコシの発酵成分。ア
ルコールで収斂効果があり、肌につける
と清涼感を与えます。

☆アロエベラエキス-2 シクロメチコン（合成) ペンチレングリコール（合成) ☆ヒアルロンサンNa ☆グリセリン

天然の浸透力によって肌に水分を補
給・保持させる。

シリコン系油性基合成剤。
皮膚の滑りを良くし軽い使用感を与える
さっぱりした感触で、乳液やセット剤、制
汗剤等に使用される。

保湿効果、抗菌効果。
有機物に含まれる炭化水素と蟻酸（ぎさ
ん）を合成して得られる成分。

天然高分子成分
保湿・老化防止作用により、肌にはり、
滑らかにする。

保湿効果、粘土調整剤、肌
を柔軟にする効果。

☆ベタイン キサンタンガム（合成) フェニルトリメチコン ☆ベタイン
ヒアルロン酸

ジメチルシラノール

天然のアミノ酸系保湿剤
吸湿性と保湿性にすぐれている

結合剤、乳化剤-界面活性剤、乳化安
定剤、皮膚コンディショニング剤（未分
類）、親水性増粘剤

油性基剤、エモリエント効果。
髪のダメージを修復して毛髪にしなやか
さとつやを与えたり、皮膚の乾燥を防
ぐ。

天然のアミノ酸系保湿剤
吸湿性と保湿性にすぐれている

ヒアルロン酸の原液
保湿・老化防止作用により、肌にはり、
滑らかにする。

☆レモン果実エキス 水酸化Na（合成) ☆エブリコエキス PEG-60、水添ヒマシ油(合成) PCA-Na(合成)

収れん・保湿・皮膚分泌の調整により
「角質柔軟効果」など肌を引き締めます

乳化安定剤、pH調整剤、洗浄剤。
強いアルカリ成分だが、配合の際には
必ず中和して使うため肌への刺激はな
い。

エブリコというきのこの一種からとったエ
キス。脂っぽい皮膚のテカリには効果
的。また皮膚を乾燥から防ぎハリを改善
する作用も持つ。

PEG-60に水素添加したヒマシ油を重合
して得られる界面活性剤、乳化剤、分散
剤、柔軟剤。

保湿効果、皮膚柔軟化効果。
皮膚の角質に含まれる天然保湿成分Ｎ
ＭＦの一つ。

☆ウワウルシ葉エキス（ｸﾏｺｹﾓﾓ） 以下配合1%未満(予測値) PEG-60、水添ヒマシ油(合成) 以下配合1%未満(予測値) 以下配合1%未満(予測値)

シミそばかす・くすみ・毛穴詰まり・ニキ
ビ・吹出物などの改善作用　メラニン抑
制作用

PEG-60に水素添加したヒマシ油を重合
して得られる界面活性剤、乳化剤、分散
剤、柔軟剤。

☆イソステアリン酸イソステアリル
(ヤシ)

以下配合1%未満(予測値)

保湿効果と肌を滑らかにする効果

キトサン（キチン合成)

保湿効果

☆ヒアルロンサンNa

天然高分子成分
保湿・老化防止作用により、肌にはり、
滑らかにする。

☆加水分解コラーゲン

皮膚組織の主成分を補う
はり、潤い、保湿効果、老化防止に良い

☆ブドウエキス、桑の根エキス、オ
ウゴンエキス、EDTA2-Na

バイオホワイト化合物の構成成分で、肌
荒れ、老化、美白肌への酸化防止に効
果あり

☆トマトエキス

「リコピン」成分が美しい肌を保ち皮膚の
老化を抑えます

以下配合1%未満

酢酸トコフェロール

肌荒れ、にきび、シミそばかすなどを防
止する

メチルパラベン

防腐剤は0.005g/kg以下も検出されず

プロピルパラベン

防腐剤は0.005g/kg以下も検出されず
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メチルパラベン(合成)
防腐剤

PEG-60、水添ヒマシ油(合成)
PEG-60に水素添加したヒマシ油を重合して
得られる界面活性剤、乳化剤、分散剤、柔軟

剤。

トリオクタノイン(合成)
保湿効果、皮膚柔軟化効果。グリセリンとオ
クタン酸から得られる合成液体油分。のびと
感触がよく酸化安定性に優れ、安全性も高
い。皮脂成分に似ているため、皮膚に柔軟性

と潤いを保つ効果に優れている。

☆グリチルリチン酸2K
消炎剤、抗アレルギー効果。甘草根から得ら
れる抽出物。カンゾウの根から抽出されるグ
リチルリチンの誘導体。毒性が低くで連続使
用しても副作用がないことや、使用性がよい
ことで幅広く化粧品に使用される。

エチルパラベン
防腐剤

クエン酸Na
pH調整剤、抗酸化効果。化粧品の水分に含
まれる微量金属の沈殿など、品質の劣化を

防ぐ働きも持つ。

ＰＧ(合成)
保湿効果、溶解補助剤、防腐効果。皮膚に
対する刺激が少ない。またクリームの水分蒸
発を防ぎなめらかな状態を保持するのに役
立つ。マイルドな抗菌作用もあります。

ＢＨＴ(合成)
抗酸化効果。

ミリストイルグルタミン酸Na(合成)
洗浄効果、起泡効果、感触調整剤。天然アミ
ノ酸であるグルタミン酸と脂肪酸から得られ

る洗浄剤。

☆クエン酸
pH調整剤、酸化防止剤、収斂効果。肌のキ
メを整え、ひきしめる働きを持つ柑橘類に多く

含まれている有機酸。

☆アロエベラエキス-2
天然の浸透力によって肌に水分を補給・保

持させる。

☆ソウハクヒエキス
美白効果、抗酸化効果、消炎効果、発毛促
進効果。

フェノキシエタノール
殺菌効果、防腐剤。玉露の揮発成分として発
見されたアルコールの一種。

セテアリネアルコール
乳化安定剤、高級脂肪族アルコール。

☆スクワラン
殺菌効果、保湿効果、浸透作用。深海鮫の

肝油から得られるオイル。

アルギニン
皮膚の保湿成分であるアミノ酸の一種。乳化
時の中和剤として用いる。体内では、コラー
ゲンの新生に不可欠な働きをする。

キサンタンガム(合成)
結合剤、乳化剤-界面活性剤、乳化安定剤、
皮膚コンディショニング剤（未分類）、親水性
増粘剤

カルボマー(合成)
粘度調整剤、乳化剤。乳化粒子や顔料粒子
の分散安定性を助ける働きを持つ。刺激が
ほとんどなく「サラッ」としたしっとり感をつくる

☆ムクロジエキス
ムクロジエキスは、ムクロジの果皮から抽出
したエキスで、歯磨き粉やシャンプー、石鹸
などに多く使われる天然成分である。天然の
界面活性剤であるムクロジサポニンを含んで
おり、洗浄効果がある。

☆ソウハクヒエキス
美白効果、抗酸化効果、消炎効果、発毛促
進効果。

ゼニアオイエキス
アオイ科の耐寒性多年草「ウスベニアオイ
（薄紅葵）」の花又は葉から抽出されるエキス

の事。保湿効果や抗炎症作用があります。

プルーン分解物
プルーンを酵素分解して得られた成分。メラ
ニンの生成を抑制する働きを有する。皮膚の

コンディショニング剤。

☆ハマメリスエキス
ハマメリスの葉または樹皮から抽出したエキ
スです。収斂作用や保湿作用などがありま

す。

☆シャクヤクエキス
消炎効果、血行促進効果、収斂効果、美白

効果。シャクヤクの根から抽出したエキス。

☆ダイズエキス
美白効果、抗炎症効果、保湿効果、女性ホ

ルモン様作用。大豆から得られるエキス。

☆ボタンエキス
消炎効果、血行促進効果、老化防止効果、
美白効果。ボタンの根の皮から抽出したエキ

ス。

☆カンゾウエキス
保湿効果、美白効果、起泡効果、消炎効果、

肌荒れ予防、ニキビ予防効果。

☆オタネニンジンエキス
オタネニンジン（朝鮮人参）から得られる抽出
液。シワの防止、血行促進効果、保湿効果、

肌の老化を防止する働きがある。

☆加水分解酵母エキス
美白効果、保湿効果、細胞賦活効果、老化
防止効果。パン酵母から抽出して得られる成

分。

☆ローヤルゼリーエキス
保湿効果、細胞賦活効果、老化防止効果。ミ
ツバチの分泌物であるローヤルゼリーの抽

出液。

☆グリチルリチン酸2K
消炎剤、抗アレルギー効果。甘草根から得ら

れる抽出物。

EDTA2-Na
抗酸化効果、保存剤。

☆は天然、自然成分エキスなどのマークで表記します。

単価

容量

5

6
オレイン酸ポリグリセリル-2
乳化剤。

トリオクタノイン
保湿効果、皮膚柔軟化効果。グリセリンとオ
クタン酸から得られる合成液体油分。

アルギニン
皮膚の保湿成分であるアミノ酸の一種。乳化
時の中和剤として用いる。体内では、コラー
ゲンの新生に不可欠な働きをする。

キサンタンガム(合成)
結合剤、乳化剤-界面活性剤、乳化安定剤、
皮膚コンディショニング剤（未分類）、親水性
増粘剤

カルボマー(合成)
粘度調整剤、乳化剤。乳化粒子や顔料粒子
の分散安定性を助ける働きを持つ。刺激が
ほとんどなく「サラッ」としたしっとり感をつく
る。

シクロメチコン
シリコン系油性基剤。製品のべたつきを防止
する効果。

クエン酸Na
pH調整剤、抗酸化効果。化粧品の水分に含
まれる微量金属の沈殿など、品質の劣化を
防ぐ働きも持つ。

☆クエン酸
pH調整剤、酸化防止剤、収斂効果。肌のキ
メを整え、ひきしめる働きを持つ柑橘類に多く
含まれている有機酸。

フェノキシエタノール
殺菌効果、防腐剤。玉露の揮発成分として発
見されたアルコールの一種。

メチルパラベン
防腐剤

エチルパラベン
防腐剤

フェノキシエタノール
殺菌効果、防腐剤。玉露の揮発成分として発
見されたアルコールの一種。

キサンタンガム(合成)
結合剤、乳化剤-界面活性剤、乳化安定剤、
皮膚コンディショニング剤（未分類）、親水性
増粘剤。

PEG-60、水添ヒマシ油(合成)
PEG-60に水素添加したヒマシ油を重合して
得られる界面活性剤、乳化剤、分散剤、柔軟
剤。

トリエチルヘキサノイン
２―エチルヘキサン酸とグリセリンからなるト
リエステルであり、皮膚保護剤。

オレイン酸ポリグリセリル-2
乳化剤。

クエン酸Na
pH調整剤、抗酸化効果。化粧品の水分に含
まれる微量金属の沈殿など、品質の劣化を
防ぐ働きも持つ。

カルボマー(合成)
粘度調整剤、乳化剤。乳化粒子や顔料粒子
の分散安定性を助ける働きを持つ。刺激が
ほとんどなく「サラッ」としたしっとり感をつく
る。

☆スクワラン
殺菌効果、保湿効果、浸透作用。深海鮫の
肝油から得られるオイル。

ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチル
ドデシル／フィトステリル／ベヘニ
ル）
ラウロイルグルタミン酸と、フィトステロール、
ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール
のエステル。エモリエント剤。

☆グルコース
保湿効果。ブドウ糖。

水酸化Na（合成)
乳化安定剤、pH調整剤、洗浄剤。強いアル
カリ成分だが、配合の際には必ず中和して使
うため肌への刺激はない。

☆クエン酸
pH調整剤、酸化防止剤、収斂効果。肌のキ
メを整え、ひきしめる働きを持つ柑橘類に多く
含まれている有機酸。

アルギニン
皮膚の保湿成分であるアミノ酸の一種。乳化
時の中和剤として用いる。体内では、コラー
ゲンの新生に不可欠な働きをする。

☆セリン
保湿効果、皮膚柔軟化効果。角質中のＮＭＦ
（天然保湿因子）中に多く含まれている天然
アミノ酸。

ヒドロキシブロリン
コラーゲンの中だけに多量に含有されている
アミノ酸。

アセチルヒアルロン酸Na
エタノールやグリセリンに可溶な、べたつき
や糸引きのないヒアルロン酸の誘導体です。
保水力はヒアルロン酸Ｎａと同等です。

☆ヒアルロンサンNa
天然高分子成分。保湿・老化防止作用によ
り、肌にはり、滑らかにする。

カラギーナン
粘度調整剤、保湿効果。紅藻類を乾燥したも
の。

ポリクオタニウム-51(合成)
ブチルメタクリレートモノマーから成る共重合
体。吸保湿性に優れ、皮膚や毛髪に対して
高保水性が維持できるため潤いと皮膚柔軟
性を与え、角質層機能改善の作用もある。

トコフェロール
抗酸化効果、美白効果、血行促進効果。ビタミ

ムコ多糖
アミノ酸を含有する多糖類の総称。

カブリソルグリコール
炭化水素に水酸基が二つ付加したジオール。

ヘキシレングリコール
保湿効果、皮膚柔軟化効果、防腐効果。

ポリソルベート20（合成)
乳化安定剤、分散効果、洗浄効果。20%の意味

ポリグルタミン酸
☆加水分解コラーゲン
皮膚組織の主成分を補うはり、潤い、保湿効果

☆水溶性コラーゲン
☆アテロコラーゲン  (テロペプチド)
スフィンゴ糖質
親水基として糖鎖，疎水基としてセラミドを持つ

シクロデキストリン
酸化防止効果、品質の劣化・退色を防ぐ効果

☆デキストリン
結合剤。


