化粧品原料総合カタログ

お問合せ先
化粧品原料部
東京 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-2
大阪 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-4-1
福岡 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-20-27
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ヒアルロン酸IWシリーズ
ヒアルロン酸Na

十勝プラセンタエキス
プラセンタエキス、
エチルヘキシルグリセリン、
フェノキシエタノール、BG、水

EPC（SENJU）
（アスコルビル／トコフェリル）
リン酸K

CME（SENJU）
マレイン酸アスコルビルトコフェリル

ヘパリン類似物質
※医薬部外品のみ対応可能

安定型徐放性ハイドロキノン
ハイドロキノン、
セタルコニウムクロリド
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今や化粧品には欠かすことのできない保湿成分 ヒ
アルロン酸 。スペラネクサス株式会社（旧岩城製
薬株式会社）では、医薬品原料メーカーならではの
徹底した品質管理体制のもと、お客様にご満足頂け
る
「ヒアルロン酸IWシリーズ」をご提供致します。

北海道十勝より産地直送の、安全性の高い豚プラ
センタエキスです。特有の臭いを除去してあるた
め、スキンケア化粧品などへの使用に適していま
す。保湿効果、抗酸化作用、細胞分裂の促進効果を
有しています。

ビタミンCとビタミンEをリン酸を介することで安
定・安全に結合させた、水溶性のハイブリッド型ビタ
ミンです。活性酸素消去、ニキビ菌発育阻止、固定
化リパーゼ活性阻害、ターンオーバー改善、紫外線
障害の軽減作用など様々な効果を持ちます。

ビタミンCとビタミンEをマレイン酸を介して結合
させた、油溶性の浸透型ハイブリッド型ビタミン。皮
膚内でVCとVEに分かれ、相乗効果を発揮します。
非常に高い活性酸素消去作用を有し、紫外線による
色素沈着を強力に予防、
早期改善効果を示しました。

体内にある「へパリン」という物質と似た構造を持
つ成分です。多くの親水基を持つため高い保湿効
果を有し、乾燥肌の改善に優れた成分として長く医
薬品に使用されてきました。乾燥肌における角層の
水分保持機能とバリア機能の低下の改善が認めら
れています。

酸素、熱、光に不安定なハイドロキノンをセタルコ
ニウムクロリドで錯体化することで安定化、刺激性
を改善しました。高含水、エタノール系基剤への配
合が可能な、マイクロカプセル化したタイプもござ
います。

Astax ST
アスタキサンチン、
トリ
（カプリン酸/カプリル酸）
グリセリル、
トコフェロール

J-プレミアエキス31
コメ発酵液、酒粕エキス、
フェノキシエタノール

CELMYON社植物オイル
（マルラ油、モリンガ油、
バオバブ油など）

ポリグリセリン
エーテルML04
ポリグリセリル-4ラウリルエーテル

ポリグリセリン
脂肪酸エステルML10
ラウリン酸ポリグリセリル-10

セルモリスSB03
ビスエチルヘキシルビスオレイルピロメリタミド

ツノナシオキアミ由来の「アスタキサンチン」は抗
酸化作用を持っていることで知られています。外原
規「アスタキサンチン液」に適合しており、医薬部外
品への配合も可能です。

肌の保湿効果に優れたコメ発酵液とアミノ酸が豊
富に含まれる酒粕エキスを混合したエキスです。線
維芽細胞におけるコラーゲンの遺伝子発現を高め、
ヒアルロン酸合成を促進する効果を有しています。

セルミオン社が独自のルートで安定調達するアフリ
カ産のオイル。日差しの強い現地で昔から愛用され
る理由の一つは使用感の良さ。
コールドプレスで得た品質の良いオーガニックオイ
ルで、スキンケア、ヘアケアに最適です。国内在庫
あり。

低刺激性の界面活性剤で、配合により全体の刺激
性を低減する効果があります。エーテルのため耐加
水分解性があり、アルカリ下でも充分な機能を発揮
します。塩存在下や幅広いpH領域で高い水溶性を
保ち、曇点を持ちません。

モノエステル化率が高く、優れた界面活性能と低刺
激性を両立。O/W乳化剤として使用することで、油
相高含有のエマルションが作ることができます。ま
た、油相と水相の屈折率を合せることで、透明な外
観の組成物が得られます。

油剤に
「とろみ」を付与する新規増粘剤。透明で美し
い外観、粘弾性による特徴ある物性、感触を示しま
す。油ゲルは復元性を有し、機械的なせん断による
粘度低下を起こしません。顔料等の沈降抑制効果
があり、分散安定性を向上させます。

医薬部外品

中文名称
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KL-BEBOP 10
ビスエチルヘキシルビスオレイルピロメリタミド、他

エチルジグリコールアセテート
（EDGAC）
酢酸エトキシジグリコール

セルモリス SB03のハンドリング性を改善するため、予め油剤で膨潤さ
せたゲル状のプレミックス原料です。広範囲のオイル類と相溶性のある
油剤を用いていることで、シリコーンや植物油をそのままゲルに混合さ
せることが可能となりました。＊CMOL SB03 固形分濃度：10%
♪ヘアオイルにリッチなとろみを♪
♪シャカシャカ不要ノンケミサンスクリーン♪

汎用用剤「エトキシジグリコール」に酢酸基を付加
し、より親油的な性質を付与した溶剤。
トリグリセリ
ド、エステル油などの極性油および水に対し透明に
溶解可能なため、水性クレンジング剤のメイク落ち
効果の向上を図れます。

Bo-Kwang社
表面処理粉体
植物由来成分処理パウダー
Surface Treatment for Clean Beauty

CoCM社
干渉パール顔料
GLASTAR™シリーズ

スノーアルギン MA
アルギン酸Na

海藻（褐藻）に含まれる多糖類の一種で、乳化安定性が
高く、増粘作用によって泡立ちがよくなり泡保持時間を
改善。またミネラルが豊富に含まれ高い保水性を有して
おり、冷却効果がありくすみや炎症を抑える効果もあり
ます。従来のアルギン酸Naより匂いを軽減し、粘度調整
機能と高い乳化安定性でより化粧品に適しております。

BG

ガラスをベースに独自の構造処理を施すことで、より
鮮やかで高輝度の干渉色を発揮。大小様々な粒子径
でも高い輝度と透明性を維持する高品質パール顔料
シリーズです。
＃GLASTAR™ series：スタンダードタイプ
（単色）
＃GLASTAR™ Multishade series：カラーシフトタイプ
＃GLASTAR™ Multichroma series：着色カラーシフトタイプ

P. Guinane Pty. Ltd社
ティートリー油

1,3-ブチレングリコール

トレンドの ナチュラル クリーンビューティ コスメに
ぴったりな処理パウダーです。処方中の油剤への分
散性に優れ、ナチュラルな光沢を演出。肌なじみが良
くリッチな感触です。
♪優れたプレス性で、
タルクフリー処方に最適♪
＃DD（Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate）
＃DHLT（DD + Hydrogenated Lecithin）

独自の脱臭技術を活かした無臭BGです。水とよく
馴染む性質があるため、吸湿性・保水性に優れます。
その高い保水性で肌をしっとりとさせる効果があり
ます。抗菌効果もあるため、防腐剤を補助する成分
としても使用されます。

オーストラリア産。本場オーストラリアでも唯一GMP
を取得した工場で製造されている高品質なティート
リー油です。医薬部外品添加剤としての前例がござい
ます。国内在庫あり。

Mercaoleo社
オリーブ油
（EXTRA REFINED OLIVE OIL）

スペイン、アンダルシア産。直営の畑からとれたオ
リーブのみを使用しフルトレーサビリティを構築。ま
た生産からボトリングまで一括で管理されておりま
す。国内在庫あり。

Kerry .Inc.社
乳化剤
Sheffieldシリーズ
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ケリー社は、食品、飲料、医薬品市場向けの味覚と栄
養のソリューションを開発するグローバルリーダーで
す。乳化剤の分野でも長年経験を有しており、パーソ
ナルケア用として「Sheffieldシリーズ」を上市いたし
ました。

医薬部外品

中文名称
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Inolex社

Inolex社

シリコーン代替
LexFeel™シリーズ

天然カチオン
LexFeel™ N MBシリーズ：100％植物由来のジメチ
コン代替品。粘度に応じて6種類の番手をご用意して
おります。EcoCert認証品。
LexFeel™ WOWシリーズ：100％植物由来のシクロ
メチコン代替シリーズ。
LexFeel™ Dシリーズ：シクロテトラシロキサン
（D4）
及びシクロペンタシロキサン
（D5)代替品。

Aminosensyl™ SC
Aminosensyl™ HC
Emulsense™ HC
（一部あり）

防腐剤代替
Lexgard®シリーズ

Spectrastat™シリーズ

静菌性に優れた伝統的な中鎖ジオールからCOSMOS
認証品までご用意しております。最新アイテム：Lexgard
Natural MHG MB（表示名称：メチルヘプチルグリ
セリン）100％植物由来で静菌・消臭・消泡効果あり。
真菌（カビ/酵母）を抑えるカプリルヒドロキサム酸
（CHA）
を配合したシリーズ。中鎖ジオールと配合す
ることで広範囲の抗菌スペクトルを有します。
また幅広いpH領域にて使用可能で、シリーズの内
Zeastat含めた2品は100％天然由来のUSDA認
証品です。

Aminosensyl™ SC：スキンケア向け100％植物由
来の自己乳化型カチオン乳化剤。ラメラ液晶を形成
し、多くのオイルを抱え込みます。
Aminosensyl™ HC：100％植物由来のアミノ脂質
をベースとした中和剤フリーのヘアコンディショニン
グ剤。毛髪を強くスムースに整えます。4級カチオン
フリー。
Emulsense™ HC：100％植物由来のアミノ脂質ヘ
アコンディショニング剤。帯電防止作用があります。4
級カチオンフリー。

ヘアケアシリーズ
ProCondition™ 22
ClariSilk™

（一部あり）

ProCondition™ 22：83％バイオベースのサステナ
ブルな製造方法で作られたヘアコンディショニング
剤。優れた櫛通り・フライアウェイ抑制効果がありま
す。4級カチオンフリー。
ClariSilk™：透明処方に最適なポリマーでシリコー
ン・サルフェートフリー処方に効果的。髪を艶やかに
整えカラーの色持ちに優れています。

（一部あり）

パーム油フリー感触改良剤
SustOleo™シリーズ

サステナブルをコンセプトにした、パーム油フリー/持
続可能で多彩な100％植物由来の感触改良剤コレ
クション。ステアリン酸グリセリル、
トリラウリンなど
多彩なラインアップで液体品からパウダータイプま
で様々な形状をご用意しております。
（一部あり）

皮膜形成剤
LexFilm™ Sun Natural MB
Vellaplex™ MB
LipFeel™ Natural MB
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独自の三次元構造からなる水酸基が付いた100％
植物由来の皮膜形成剤。製造工程中の副産物は水の
みのサステナブルな原料です。用途に合わせて3種
類のアイテムがございます。
サンケア用：LexFilm™ Sun Natural MB
スキンケア用：Vellaplex™ MB
リップケア用：LipFeel™ Natural MB

医薬部外品

中文名称
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