








日本古来から受け継がれてきた幾千の恵み。
SHANDORAが想い描いた、 日本の神髄が魅了する美しく輝きに満ちた世界。

SHANDORAは過去、今ある不可能を可能にし、多種多様な時代の変化にも美しく咲き彩れる
数々の表現を創り出してきました。

HOS.JAPANは、日本全国の各地方産地から壮大な大地の自然の恵みが彩り、
創り出した幸福に満たされた魅惑の旅へとご招待します。

SHANDORAの夢...
HOS.JAPANは各地域が力強く育んだ恵みを多くの悩める人々の光となること。

日本各地域の生産者に地域還元する事で、日本全体が優しさと思いやりに満ち溢れ、
解放感と幸福感に満たされている世界を実現したいと考えています。

SHANDORAは
いつもあなたとともに。





有効成分

不可能を可能にする先端有効成分で
最も効果的に

現代科学に基づく、最大限に効果的なアプローチで
どの肌質や髪質にも最適なアプローチで整えます。
先天的な性質から後天的に起きたストレスも
最大限かつ効果的に改善しサポートします。
センシティブな状態ほど高濃度であり、

効果的な改善成分をふんだんに使用した集中ケアを
おすすめ致します。

続けてご使用いただくことで、
肌や髪はいきいきとバランスを取り戻します。

テクスチャー

心までケアできる
ストレスフリーテクスチャー

毎日使うアイテムだから、彩りも肌、
髪触りも ストレスフリーでありたい。

負担をかけない泡立ちの良さとクッション性、
きめ細かい濃密な泡でありながら
吸い込まれるようななじみの良さと、
すっきりとする流しの泡キレの良さ。

指先、肌感で感じリラックスできる心地良さを
体験してみてください。





A fancy flower 空想の花
柔らかくも爽快感香らせるシトロン、繊細なジャスミン、活気あふれるチークウッドの香りが
絡み合う上品でありながらエネルギーに満たされるフローラルスパークリングノート。
香りは、シトロン、ヴェチパー、ジャスミンをはじめとしたフレッシュで
みずみずしい香りから始まりながらホワイトムスクが柔らかく包み込みます。
軽さの中に洗練された上質な香りは、男女問わず受けも抜群。
そこから徐々にパチュリ、ピンクペッパーやヒヤシンスが香り、軽やかながら
上品で若々しくエネルギーが溢れるストーリーが始まります。
柔らかいフローラルな香りを甘さが包み、ウッドの香りが上質さを表現させます。
濃厚かつ軽い、主張しながらも優しく柔らかい、
そんな両面を持ち合わせたニュアンスが想的な印象を創ります。
フレッシュで甘い、だけど甘すぎない心地良い魅了の喜びと意外性に満ちたフレグランス。

【レブリン酸】
本来水が出入りする場所を酸が結合(架橋)することで自然水を封鎖することで
髪の毛の中に余分な水分が入りずらくなり、髪の毛を擬似的に水性に振ることができます。
毛髪内部のコルテックスに芯をつくり、ハリやコシを与えるという流れで毛髪を変化させていきます。
ツヤと柔らかさを髪に与え、落ち着きのある指通りの良い状態を作ります。

【グルタミン酸】
吸湿性が高く、空気中から水分をかき集めて角費層に供給するなど、
皮膚の保護や保湿効果に優れいることから美容成分としても採用されています。

【アラニン】
肌を弱酸性に保つためターンオーバーが正常に行なわれ、しっとりとした若々しい肌を期待できます。
よく育毛剤に添加されていますが、これは頭皮の乾燥を防ぎ環境を良くすることで、髪の成長作用を改
善することを狙ってのことです。
また、傷んだ髪をまとまりやすくしっとりさせるため、シャンプーやトリートメント剤にもよく配合さ
れます。

【アルギニン】
角質層のNMFという天然保湿因子を形成する成分の一つで保湿作用があることがわかっています。
免疫細胞を活性化させる働きがありニキビや傷などでダメージを受けた組織を修復する成分の合成を助
けます。
血流を改善する働きがあるため肌や頭皮に使用することで血行改善効果も期待できます。

【リシン】
保湿効果が高いので肌荒れを防ぎ柔軟性のある肌になるとされ、皮膚のコンディショニング成分として
配合されています。様々な抜け毛の原因にアプローチすることがわかっており、頭皮環境の改善の効果
もあります。

【トレオニン】
コラーゲン生成の際に使用される成分なので肌のうるおいを保ち、ハリのある若々しい肌になる助けとな
ります。
肌細胞の活性化や保湿作用効果、紫外線防止作用があることから化粧品だけでなく頭境や髪のハリやコシ
を改善する成分としてヘアケア製品にもよく配合されています。

【プロリン】
湿力が高く角質層の新陳代謝を促しててれますし、皮膚とのなじみも良い。
頭皮や髪のコンディションを整える作用から、ヘアケア製品にも配合されています。

【イソステアリン酸】
感触の良い化粧用油性成分で他の化粧品原料と相溶性に優れ、製剤にツヤを与え、のび、すべりの改善な
どに使われる。エモリエント効果や、粘度安定効果もある。

【ジグルコシル没食子酸】
ジグルコシル没食子酸のポリフェノール誘導体は髪の傷んだ部分に吸着するメカニズム。
この「擬似キューティクル」が、内部の大切な成分の流出を防ぎ、同時に外部の刺激からも守ります。

【PCA-Na】
サトウキビなどの糖蜜から探られたグルタミン酸というアミノ酸の一種から作られます。
保湿の力があるのでお肌を乾燥から守ってくれます。
乾燥したお肌は弾力が失われ、ガサガサでキメが乱れハリやッヤもなくなりがちになります。
乾燥肌が引き起こす小じわやくすみ、毛穴の目立ちなどから保湿をすることにより予防することが出来ま
す。また、髪の毛のきしみの改善や毛髪の保護などを目的にシャンプーにも使われています。





A Fictitious flower 架空の花

癖はありませんが、柔らかくも華やかな花の香りがあなたを記憶にいつまでも残る存在へと仕上げます。
柔らかに包み込む甘さの残る香りであなたを一本の美しい花として唯一の上質な甘さの残る香りを演出してくれるのです。

基本の香調は花々とフルーツの香りが繊細で美しく、みずみずしいフローラルフルーティ。
香りは、セイヨウナシをはじめとしたフレッシュでみずみずしいフルーツから始まります。

嫌味のないピュアで甘い香りは、どんな相手でも魅了することでしょう。
そこから徐々にマグノリアが香り、優雅でエレガントなブーケが幕を開けるのです。

気高いローズはまさしく女性の香り。
濃厚ですが、優しく柔らかいスズランなどの花がサポートすることによって、品のある女性像を作ります。
最後には洗練された甘さを少し香らせて。決して甘ったるくなく、曲線を描くような魅了の香りです。

【レブリン酸】
本来水が出入りする場所を酸が結合(架橋)することで自然水を封鎖することで
髪の毛の中に余分な水分が入りずらくなり、髪の毛を擬似的に水性に振ることができます。
毛髪内部のコルテックスに芯をつくり、ハリやコシを与えるという流れで毛髪を変化させていきます。
ツヤと柔らかさを髪に与え、落ち着きのある指通りの良い状態を作ります。

【グルタミン酸】
吸湿性が高く、空気中から水分をかき集めて角費層に供給するなど、
皮膚の保護や保湿効果に優れいることから美容成分としても採用されています。

【アラニン】
肌を弱酸性に保つためターンオーバーが正常に行なわれ、しっとりとした若々しい肌を期待できます。
よく育毛剤に添加されていますが、これは頭皮の乾燥を防ぎ環境を良くすることで、髪の成長作用を改
善することを狙ってのことです。
また、傷んだ髪をまとまりやすくしっとりさせるため、シャンプーやトリートメント剤にもよく配合さ
れます。

【アルギニン】
角質層のNMFという天然保湿因子を形成する成分の一つで保湿作用があることがわかっています。
免疫細胞を活性化させる働きがありニキビや傷などでダメージを受けた組織を修復する成分の合成を助
けます。
血流を改善する働きがあるため肌や頭皮に使用することで血行改善効果も期待できます。

【リシン】
保湿効果が高いので肌荒れを防ぎ柔軟性のある肌になるとされ、皮膚のコンディショニング成分として
配合されています。様々な抜け毛の原因にアプローチすることがわかっており、頭皮環境の改善の効果
もあります。

【トレオニン】
コラーゲン生成の際に使用される成分なので肌のうるおいを保ち、ハリのある若々しい肌になる助けとな
ります。
肌細胞の活性化や保湿作用効果、紫外線防止作用があることから化粧品だけでなく頭境や髪のハリやコシ
を改善する成分としてヘアケア製品にもよく配合されています。

【プロリン】
湿力が高く角質層の新陳代謝を促しててれますし、皮膚とのなじみも良い。
頭皮や髪のコンディションを整える作用から、ヘアケア製品にも配合されています。

【イソステアリン酸】
感触の良い化粧用油性成分で他の化粧品原料と相溶性に優れ、製剤にツヤを与え、のび、すべりの改善な
どに使われる。エモリエント効果や、粘度安定効果もある。

【ジグルコシル没食子酸】
ジグルコシル没食子酸のポリフェノール誘導体は髪の傷んだ部分に吸着するメカニズム。
この「擬似キューティクル」が、内部の大切な成分の流出を防ぎ、同時に外部の刺激からも守ります。

【PCA-Na】
サトウキビなどの糖蜜から探られたグルタミン酸というアミノ酸の一種から作られます。
保湿の力があるのでお肌を乾燥から守ってくれます。
乾燥したお肌は弾力が失われ、ガサガサでキメが乱れハリやッヤもなくなりがちになります。
乾燥肌が引き起こす小じわやくすみ、毛穴の目立ちなどから保湿をすることにより予防することが出来ま
す。また、髪の毛のきしみの改善や毛髪の保護などを目的にシャンプーにも使われています。





A Imaginary flower 想像の花
離々としたシトラスと品のある甘さを持つフローラルノートが、
太陽の輝きのように明るく、眩くきらめきます。
4つの花が一斉に香り蜜のような甘さを放つのですが、すっきり感や
ほのかなビター感、そしてフレッシュ感の方が目立つため想像以上に使いやすく感じます。
-応ゆるやかな香りの変遷はありますが分類的にはシングルノートの香り。
始めのうちはクールな印象がありますが、
10〜15分も経つと大輪の花を思わせる華やかなフローラルノートに。
エキゾチックなジャスミンやリッチなイランイラン、フレッシュなオレンジブロッサム、
極上のグラースチュベローズが競い合うように香りだします。
スズランのグリーンノートや洋梨のフルーティーさが少量加えられているため、
まるで生花を思わせるニュアンス。
爽やかさが目立つ、優しい甘さが心地よく香ります。

【レブリン酸】
本来水が出入りする場所を酸が結合(架橋)することで自然水を封鎖することで
髪の毛の中に余分な水分が入りずらくなり、髪の毛を擬似的に水性に振ることができます。
毛髪内部のコルテックスに芯をつくり、ハリやコシを与えるという流れで毛髪を変化させていきます。
ツヤと柔らかさを髪に与え、落ち着きのある指通りの良い状態を作ります。

【グルタミン酸】
吸湿性が高く、空気中から水分をかき集めて角費層に供給するなど、
皮膚の保護や保湿効果に優れいることから美容成分としても採用されています。

【アラニン】
肌を弱酸性に保つためターンオーバーが正常に行なわれ、しっとりとした若々しい肌を期待できます。
よく育毛剤に添加されていますが、これは頭皮の乾燥を防ぎ環境を良くすることで、髪の成長作用を改
善することを狙ってのことです。
また、傷んだ髪をまとまりやすくしっとりさせるため、シャンプーやトリートメント剤にもよく配合さ
れます。

【アルギニン】
角質層のNMFという天然保湿因子を形成する成分の一つで保湿作用があることがわかっています。
免疫細胞を活性化させる働きがありニキビや傷などでダメージを受けた組織を修復する成分の合成を助
けます。
血流を改善する働きがあるため肌や頭皮に使用することで血行改善効果も期待できます。

【リシン】
保湿効果が高いので肌荒れを防ぎ柔軟性のある肌になるとされ、皮膚のコンディショニング成分として
配合されています。様々な抜け毛の原因にアプローチすることがわかっており、頭皮環境の改善の効果
もあります。

【トレオニン】
コラーゲン生成の際に使用される成分なので肌のうるおいを保ち、ハリのある若々しい肌になる助けとな
ります。
肌細胞の活性化や保湿作用効果、紫外線防止作用があることから化粧品だけでなく頭境や髪のハリやコシ
を改善する成分としてヘアケア製品にもよく配合されています。

【プロリン】
湿力が高く角質層の新陳代謝を促しててれますし、皮膚とのなじみも良い。
頭皮や髪のコンディションを整える作用から、ヘアケア製品にも配合されています。

【イソステアリン酸】
感触の良い化粧用油性成分で他の化粧品原料と相溶性に優れ、製剤にツヤを与え、のび、すべりの改善な
どに使われる。エモリエント効果や、粘度安定効果もある。

【ジグルコシル没食子酸】
ジグルコシル没食子酸のポリフェノール誘導体は髪の傷んだ部分に吸着するメカニズム。
この「擬似キューティクル」が、内部の大切な成分の流出を防ぎ、同時に外部の刺激からも守ります。

【PCA-Na】
サトウキビなどの糖蜜から探られたグルタミン酸というアミノ酸の一種から作られます。
保湿の力があるのでお肌を乾燥から守ってくれます。
乾燥したお肌は弾力が失われ、ガサガサでキメが乱れハリやッヤもなくなりがちになります。
乾燥肌が引き起こす小じわやくすみ、毛穴の目立ちなどから保湿をすることにより予防することが出来ま
す。また、髪の毛のきしみの改善や毛髪の保護などを目的にシャンプーにも使われています。





先端科学有効成分が処方する。
【グリチルリチン酸2K】

抗炎症、抗アレルギー作用から慢性、急性の皮膚炎に対し著しい効果があり、ニキビや肌荒れのケアなどに効果がある。
また、その効果は副腎皮質ホルモンより緩和で、 連続使用しても副作用がほとんど無いといわれ、

医薬品をはじめ化粧品、日用品など幅広く使用されています。

【ヘマチン】
毛髪補修効果（髪と結合することで傷んだ髪を補修する効果）

アルカリ除去（ダメージの進行を抑制。パーマ、カラーの持ち向上）
抗酸化作用（紫外線やストレスから発生する活性酸素に反応して、老化から守る）

酵素チロシナーゼを活性化効果（白髪予防効果）

タンパク質と結合しようとする性質があるため、髪に塗ると毛髪のタンパク質「ケラチン」と結合します。
ケラチンと結合することで、傷んでる毛髪を覆いダメージを補修するという効果があります。

東北地方の神髄があなたを優しく包み込みます。

A Ideal flower 現想の花
柔らかく、優しく包まれる繊細なジャスミン、レモングラスがフレッシュかつ、上品な香りが踊りだします。

フレッシュの中にもほのかに香り凛としながらもフレッシュな香りに包まれ、活力に満たされるシングルノートフレグランス。

香りはオリエンタルなジャスミン、レモングラスが
フレッシュかつ凛とした香りが主張しながらも優しさに包んでくれる瞬間からストーリーが始まります。

軽さ、柔らかさとストレートに主張する力強さが
混じり合い交錯し溶け合いながら、ほのかにローズマリー、セイヨウナシの上品な香りが踊りだします。

フレッシュの中にもほのかに香る凛としたチャ葉、センプリに包まれ生き抜く活力に満たされる香りです。





中部地方の神髄があなたをクリアに柔らかく包み込みます。
【長野県】センブリエキス

センブリの開花期の全草から得られる抽出エキス。センブリは古くから健胃、腹痛、虫下しなど民間薬として知られています。
センブリは千回振り出ししてもまだ苦いのでこの名があります。

スエルチアニンは育毛剤（医薬部外品）主剤として扱われています。

【長野県】シラカンバ樹皮エキス
シラカバ樹皮エキスにはフラボノイド、タンニン、サポニン、ベチュリン酸などが含まれるため、様々な美肌効果が期待され、多くの化粧品や石鹸などに幅広く利用されています。

また、育毛効果が期待されるとの研究結果も発表されました。
※シラカバエキスは樹皮だけでなく、葉なども使用したエキスです。

【山梨県】モモ葉エキス
保湿作用、抗炎症（抗アレルギー）作用、抗酸化（過酸化物抑制）作用、刺激緩和作用、抗菌作用があり、性酸素消去作用が認められ、老化予防化粧品などに広く使用されています。

【静岡県】キダチアロエ葉エキス
保湿、抗炎症、美白、紫外線吸収作用、チロシナーゼ活性阻害作用、収れん、皮膚コンディショニングなどの効果が期待できます。

【愛知県】オランダガラシ葉/茎エキス
殺菌作用・抗菌・保湿・血行促進の効果があり頭皮・頭髪によいはたらきをします。

殺菌作用により、不安定で荒れがちな頭皮を清潔に保ちフケ・痒みを防いだり、血行促進効果により、
毛根に十分な栄養がいきわたるようになり、頭皮の状態がよくなって育毛を促す効果が期待できます。

【岐阜県】キュウリ果実エキス
美白効果、毛穴引き締め効果、消炎効果にも優れ、代謝を促してコンディションを整えるほか、肌に水分を与える保湿効果もあり、キメの細かい肌を目指すために効果的な成分が凝縮されています。

【岐阜県】チャ葉エキス
チャとは緑茶、ウーロン茶、紅茶などの原料となるツバキ科のチャノキ（カメリアシネンシス）の茶葉から抽出したエキスです。

カフェインやチャカテキン、タンニン、ビタミンC・Eなどが含まれており、高い抗酸化作用があります。
また、タンニンの効果で肌のたるみを改善し引き締め、カフェインやチャカテキンの効果で消臭作用もあります。
花にはフラボノイドのほかチャカサポニンなどを含んでおり、皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。

抗酸化作用があるので紫外線からのダメージを予防し皮膚の老化を防ぐことができます。

【岐阜県】ドクダミエキス
臭気の基である、デカノイルアセトアルデヒド、ラウリンアルデヒドは、抗菌性のある成分で、黄色ぶどう球菌、真菌に対しての抗菌効果があります。
葉緑素のクロロフィルは、皮膚再生を促して、傷口を素早く修復して、毒を吸い出す効果が期待できるので、皮膚トラブルの回復が早くなります。

先端科学有効成分が処方する。
【グリチルリチン酸2K】
抗炎症、抗アレルギー作用から慢性、急性の皮膚炎に対し著しい効果があり、ニキビや肌荒れのケ
アなどに効果がある。また、その効果は副腎皮質ホルモンより緩和で、 連続使用しても副作用が
ほとんど無いといわれ、医薬品をはじめ化粧品、日用品など幅広く使用されています。

【ポリ-ε-リシン】
必須アミノ酸のL-リジンが直鎖状につながっているポリアミノ酸です。
トウモロコシなどを微生物発酵して生成されるポリマーで、天然の保湿剤です。
抗菌作用があり、カビ、細菌、心筋、黄色ブドウ球菌、大腸菌などに有効とされており、
食品にも使用されています。
抗菌性があるため、化粧品には防腐剤として添加されることがあります。
この成分だけでは弱いのですが、パラベンの分量を減らしたり、1,3-ブチレングリコール、
ポリオール系溶媒と併用したりすることでより安全で低刺激な製品を作ることができます。
その性質を利用して、パラベンフリーを謳うオーガニック化粧品やヘアカラートリートメントに
配合されています。
また保湿作用があり皮脂を取り過ぎないため、クレンジング剤にも使用されています。
静電気防止やキューティクル補修、指通りをよくする作用もある。

【ヘマチン】
毛髪補修効果（髪と結合することで傷んだ髪を補修する効果）
アルカリ除去（ダメージの進行を抑制。パーマ、カラーの持ち向上）
抗酸化作用（紫外線やストレスから発生する活性酸素に反応して、老化から守る）
酵素チロシナーゼを活性化効果（白髪予防効果）

タンパク質と結合しようとする性質があるため、髪に塗ると毛髪のタンパク質「ケラチン」
と結合します。
ケラチンと結合することで、傷んでる毛髪を覆いダメージを補修するという効果があります。

【メントール】
冷感作用、炎症止め効果があります。

【レゾルシン】
かゆみ殺菌、防腐、フケ角質剥離、として、毛穴をクリーンにする効果があり、にきびなどの予防化粧
品（医薬部外品）に使用されている。

【サリチル酸】
育毛を効果的におこなうためには頭皮を清潔な状態にする必要があります。
なぜなら頭皮に皮脂などの汚れが詰まった状態では栄養補給がスムーズにおこなえないからです。
サリチル酸には皮脂詰まりなどによって汚れた頭皮を綺麗な状態にする働きがあります。
そのため育毛剤や育毛シャンプーなどによる頭皮への栄養補給がより効率的におこなえるようになるの
です。またサリチル酸には、鎮痛、殺菌作用もあり、フケを予防する働きもあるため、頭皮を汚れにく
くする効果もあります。

【クオタニウム-51】
皮膚の活性成分。傷ついた皮膚細胞を修復したり改善させる化粧成分です。
損傷治癒、発毛促進、帯電防止効果があります。

【ピロクトンオラミン】
細菌のほか真菌にも効果が確認されている抗菌薬です。 人のフケ防止用シャンプーなどにも使用され
ている成分です。 メディダームは日本国内にてマラセチア皮膚炎に対する有効性と安全性を確認して
います。増えすぎたマラセチアを減らすことでマラセチア皮膚炎を改善します。

【チャ乾留液】
主成分の緑茶ポリフェノールが悪臭成分と結合、中和すると同時に、多孔質（表面にたくさん穴があ
る）の構造から悪臭成分を吸収する働きもあり、消臭効果に優れています。

A Dream flower夢想の花
想い描く内なるエネルギーが弾け、影を浄化しフレッシュに溢れ、活力に満ち溢れる女性へと導きます。
フレッシュハーブとハーバルビネガーで透明感あふれる輝きを独り占めするシングルノートの香り。

爽快感弾けるフレッシュミントから始まります。
緑茶、レモングラス、ローズマリーなど植物の根、蒸、葉の独創的なニュアンスも織り交ぜさせながら爽快
感に包まれ優しく包み、生まれ変わらせる新たな香りのハーブカクテルの香りに包まれます。

目覚め、はじける爽快感の中にも心地良さに包まれ満たされながら
生まれ変われるエネルギーに満ちた香りです。





【四国全域】ソメイヨシノ葉エキス
お肌の透明感を阻害する炎症を抑える効果のある美容成分です。

ソメイヨシノの葉から抽出したエキスは、かゆみの原因となるヒスタミンやアラキドン酸、カラゲニンが過剰分泌されるのを抑えたり、
かぶれ（接触皮膚炎）の原因となるパラフェニレンジアミンを抑制したりする効果が。これによって炎症、肌荒れ、かゆみの改善が期待されます。
さらに、シミや色ムラの原因となるメラニンが生成されるのを抑制するはたらきもあることから、透明感のあるお肌を作るのに効果的な成分です。

【四国地方全域】オトギリソウ花/葉/茎エキス
日焼け予防・収れん作用・消炎作用・止血作用があり、化粧水・乳液・クリームなどに配合されています。

また、毛の成長抑制作用を解除する作用が報告されています。

【愛媛県】ウンシュウミカン果実水
みかんは日本人に最もなじみのある果実のひとつで、高い消費量を誇る日本有数の果実。
みかんはビタミンＣを多く含むことから食用より薬用として用いられていたようです。

他にみかんに含まれるリモネンは皮膚上に膜をつくる事で水分蒸散を防ぎ、保湿効果を示すことが知られています。
このウンシュウミカン果実水はみかん産地である愛媛県で取れた温州みかんを使用しています。

美肌・アンチエイジング効果の繊維芽細胞増殖作用、抗酸化作用に優れます。

【愛媛・徳島県】ユキノシタエキス
美白、解熱、解毒、消炎、色素沈着抑制、抗アレルギー

肌を引きしめる収れん作用、美白作用、紫外線による肌の老化を防ぐ作用（アンチエイジング）があります。
タンニンやフラボノイドを多く含み、収れん作用、美白作用、抗酸化・抗老化作用があります。

紫外線によってダメージを受けたDNA損傷の修復を促進する作用や、紫外線によって作られる過酸化脂質の生成抑制作用、メラニン色素の生成を抑制する作用、
コラゲナーゼ（コラーゲンを分解する酵素）の活性を抑制してコラーゲンの分解を抑える作用があります。

【徳島県】ユズ果実エキス
ユズ果実エキスには、グルコシルセラミドが含まれますが、植物由来のセラミドの中ではヒト型セラミドに最も近い保湿成分です。
つまり、表皮の角質層にあるセラミドとも近い成分なのです。ユズ果実エキスには、美肌をキープするはたらきがあります。

A Virtual flower 仮想の花
大自然の中にいると思わせる背気の香りの中に軽やかに香る。
ライムのクミン、ライムリーフのナっきりとしたダリーンノートの香り。
大胆で力強さも逃じさせながらもリラックス感溢れ、心落ちつかせてくれるユニセックスなシングルノート。
気持ちをリフレッシュさせスッキリしたいと思う植物の青々しさを表現したバチョりの香りの中に包まれながら
ライムのみずみずしさと爽快感のある香りで大自然の中に身を買いているよう感覚になります。
気持ちを落ち着かせながらりプレッンできるフレッシュグリーンの香りが限しくも力強く、ナチュラルで優しい
印象を持たれる香りです。

四国地方の神髄があなたをくすみのない
みずみずしさで包み込みます。

先端科学有効成分が処方する。
【オレフィン(C14-16)スルホン酸Ｎａ】
陰イオン界面活性剤（アニオン界面活性剤）。起泡性、泡切れ性に優れた安全性の高い原料。

【コカミドDEA】
ヤシ(ココナッツ)から得られる植物由来の非イオン性界面活性剤（ノニオン界面活性剤）。
気泡性、増泡性に優れていて、シャンプーや洗顔料などの泡立ちを良くする為に使用。

【スルホコハク酸ラウレス2Ｎａ】
気泡性に優れた低刺激な界面活性剤。
やや高めの洗浄力を持ちながら髪や肌への刺激性が低い特徴を持ちます。
高めの洗浄力と低刺激性を両立した優れた洗浄成分です。

【ココアンホ酢酸Na】
ヤシ油（ココナツオイル）から抽出される両性界面活性剤。
硬水でも洗浄性や起泡性を発揮し、ヘアコンディショニング作用とシャンプーの刺激を緩和させ
る働きがあります。

【ココイルグルタミン酸TEA】
ヤシ油脂肪酸とグルタミン酸からなる陰イオン（アニオン）界面活性剤。
アミノ酸系洗浄成分の中でも比較的マイルドな洗浄力で泡立ちが弱い特徴を持ちます。
コンディショニング作用が高く、髪や頭皮に潤いのあるしっとりとした仕上がりになります。
弱酸性で脱脂をしすぎないマイルドな洗浄力は、低刺激で乾燥肌・敏感肌にも対応できます。

【ポリクオタニウム-10】
帯電防止作用や微弱な保湿作用など毛髪に対するコンディショニング効果。
低刺激で安全性の高く、植物性の多糖で植物の細胞壁などを構築している物質。



独創的かつ優雅に気品に満ち、
その豊潤な表現は人々を魅了する印象を与えます。

スポットライトを浴びる人々を魅了し続ける
オリジナリティ溢れる唯一のあなたへ導きます。

高貴かつ優しさに包まれ、人々に安らぎを与え、
魅了し続けるその香りを纏えば、

相反するものの融合で唯一無二の存在に。
独創的な自分を引き出してくれます。



【沖縄県】ゲットウ葉エキス
沖縄県では、カビや虫などから守るため、古くから葉でお餅などの食品を包んで保存する習 慣が
あるほどです。この効能を活かしてお茶や虫よけスプレーに加工されるほか、葉のエキスには肌の弾
力を保つコラーゲンの合成を促進する作用もあるとして、化粧水や美容液にも配合されます。

【沖縄県】黒砂糖エキス
主な美肌効果としては、高い保湿力。洗顔石ケンや化粧水・美容液・乳液など

さまざまなスキンケア商品に使用されています。
いつも肌が乾燥していて困っている、という方にもオススメです。

また、抗アトピー作用やシミ・ソバカスの原因となるメラニンの生成を抑制する作用もあるといわれています。

【沖縄県】シイクワシャー果皮エキス
有効成分は実よりも果皮に多く含有されており、美白効果が期待できるだけではなく、
特有の成分であるノビレチンは、老化が原因のシワの予防や過剰な皮脂の分泌を滅らし、

肌の炎症を抑える効果を期待されています。

【沖縄県】オウゴン根エキス
根を乾燥させた生業で、漢方薬として一般に使われています。消炎、解熱、腹痛、嘔、下痢などの症状に用いられています。
チロシナーゼ活性阻害作用、紫外線吸収、消炎作用や抗菌作用、保湿作用もあるため頭皮環境を整える効果も期待でます。

皮脂分泌過多の原因でもある男性ホルモンを抑制するため、皮脂分泌抑制作用があり、
抗炎症作用や抗菌作用もあるためニキビの悪化を鎮めたりニキビの予防にも期待できます。

フリーラジカル除去作用によりシミや肌の老化防止、収れん作用による毛穴の引き締め効果も期待できます。
オウゴン根エキスには皮膚のアンチエイジングや美白、頭皮環境を整える効果などが期待できます。

A Illusion flower 幻想の花

ジャスミンとローズの華やかで気品ある香りに深みと彩りを与え、高貴なオリエンタ
ルな花々や果実、樹木の希少なエッセンシャルオイルを絶妙に配合したフレグランス。
高貴なオリエンタルフラワーの香りが調和して生まれたラグジュアリーなアロマが、

深いリラックスをもたらします。ロマンティックで満ち足りた気持ちへと導かれるような香りをお楽しみください。
その瞬間の五感で香りの表現が常に変わるオリエンタルノート。
柔らかくも強く主張し相反する表現の調和で独創的でラグ

ジュアリーな香りに包まれます。
甘くもスパイシーで柔らかくも力強く、周りを惹きつける香りです。

【プラセンタエキス】
動物の胎盤から抽出し、滅菌したホルモンを含まないエキス。多種のビタミン類、アミノ酸類、ミネ
ラル類、コレステロール、酵素などがふくまれています。これらの成分により、化粧品では、保湿効
果の他に、色素沈着の防止、しわの予防など、多目的に用いられています。
成長因子様作用により、肌のハリ向上やターンオーバーが期待できる線維芽細胞増成などの作用が認
められおり、アンチエイジング対策の成分として注目。

【デキストラン】
滑らかで粘り気のあるテクスチャーを作り、さらに分離を防止することで成分の安定性と高める役割
があります。
乳化剤を入れなくてもとろみを作り、肌に伸ばしやすくなるため、特に脂性肌用の化粧水や乳液など
に使用されます。

【アセチルテトラペプチドー3】
1型、2型5aリダクターゼを強力に抑制。ミノキシジルをも超える育毛効果。

【ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1】
53個のアミノ酸で構成された皮膚の負傷を癒すタンパク質の一種。コラーゲンとエWラスチンを結び
つけている線維芽細胞と表皮細胞の増殖を急がせ、細胞分裂を促進します。EGFは10数年前から人工
的に生産され、主に「やけど」の治療などの皮膚再生分野で活躍してきました。

【ヒト遺伝子組換オリゴペプチド3】
上皮の最外郭で防御壁として様々な外的刺激や紫外線・ストレス・細菌などの侵入を防御してくれる
「角質細胞」「角化細胞(ケラチノサイト)」を増殖強化してくれます。また、発毛の分野でも注目
のグースファクターです。

【ポリ-ミ-リシン】
必須アミノ酸のL-リジンが直鎖状につながっているポリアミノ酸です。
トウモロコシなどを微生物発酵して生成されるポリマーで、天然の保湿剤です。
抗菌作用があり、カビ、細菌、心筋、黄色ブドウ球菌、大腸菌などに有効とされており、食品にも使用さ
れています。
抗菌性があるため、化粧品には防腐剤として添加されることがあります。
この成分だけでは弱いのですが、パラベンの分量を減らしたり、1,3-ブチレングリコール、ポリオール系
溶媒と併用したりすることでより安全で低刺激な製品を作ることができます
その性質を利用して、パラベンフリーを謳うオーガニック化粧品やヘアカラートリートメントに配合され
ています。
また保湿作用があり皮脂を取り過ぎないため、クレンジング剤にも使用されています。
静電気防止やキューティクル補修、指通りをよくする作用もある。

【脂肪細胞順化培養液エキス】
脂肪組織から脂肪幹細胞を抽出し、培養した際に幹細胞から分泌されるタンパク質成分です。脂肪幹細胞
は成体幹細胞の一種で、骨髄幹細胞や臍帯血幹細胞などよりも容易に採取でき、しかも幹細胞の含有量が
多いため、近年、再生医療や化粧品の原料として多く活用が進んでいます。ヒト由来脂肪幹細胞培養液は
幹細胞が作るVEGF(血管内皮成長因子)、TGF(形質転換成長因子)、FGF(線維芽細胞成長因子)、IGF(イン
シュリン様成長因子)などの150種類以上の成長因子(グロースファクター)などの
タンパク質成分を含有することが報告されています。
皮膚老化と損傷を防止し、皮膚組織の主要構成成分であるヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンの再生
を促進する高機能素材で、幹細胞培養液成分の生理的活性は、抗老化効果、組織再生効果など、様々な効
果が確認されています。

【加水分解アナツバメ菓エキス】
燕の巣は、中国料理の高級食材とされ、独特のゼリー状の食感が特徴で、タンパク質とともに糖質の一種
であるシアル酸を多く含んでいます。
本製品は希少性が高いアナツバメの巣からエキス抽出した原料で、美肌効果や免疫機能の向上、育毛効果
が期待できます。
ツバメの巣エキスにより細胞接着を抑制することで、炎症を抑える効果が期待できます。ダメージを受
けた古い角質が自然と剥がれ、弾力と透明感のある肌へ導きます。加齢によって乱れたターンオーバ
―を正常化させ、シミ・たるみ・乾燥などの肌老化を遅らせます。

沖縄地方の神髄があなたを活力に満たされた
安らぎで包み込みます。

先端科学有効成分が処方する。


