
【主要レディメイド製品一覧】

製品名 有効成分 製品特徴 謳えるフリー　※注 香料配合

薬用ホワイトローションＴＲ
トラネキサム酸
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・有効成分の他、美白成分、植物エキス成分など配合

パラベン、エタノール、石油系界
面活性剤、合成香料、合成色素

×

薬用ブライトMローションＴＲ
トラネキサム酸
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・有効成分の他、美白成分、植物エキス成分など配合
・少しとろみがあるローション

パラベン、エタノール、鉱物油、
合成香料、合成色素料

可能

薬用ホワイトミルクＴＲ トラネキサム酸

・美白
・有効成分の他、美白成分、植物エキス成分など配合
・美白作用の他、皮膚弾力改善、抗酸化、抗炎症、ターンオー
バー
 促進効果などに期待がもてます。

パラベン、エタノール、石油系界
面活性剤、鉱物油、合成香料、
合成色素

可能

薬用ホワイトクリームＴＲ トラネキサム酸

・美白
・有効成分の他、美白成分、植物エキス成分など配合
・美白作用の他、女性ホルモン様作用、角質水分量増加作用、
 経表皮水分損失抑制作用、毛穴改善作用などに期待がもてる
  シミ、黒ずみの改善効果の声も届いており、
  美白シリーズの中でリピート率№1

パラベン、エタノール、合成香
料、合成色素

可能

薬用ＵＶホワイトＴＲ
トラネキサム酸、
グリチルリチン酸ステアリル

・ＳＰＦ50、ＰＡ+++　数値取得済み
・有効成分の他、植物エキス成分など配合
・ＵＶカット、美白作用の他、抗酸化作用、抗老化作用などに期
待がもてる

防腐剤、エタノール、合成色素、
合成香料

可能

ＡＴＰエッセンスローション
水溶性プラセンタエキス
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・有効成分（美白、抗炎症）の他、植物エキス成分など配合
・美白効果、肌荒れ改善、デリケートなお肌にも愛用いただけるしっ
とりとしたローション
・肌本来が持つ機能回復を助け、自らが潤う力をサポートします。

パラベン、エタノール、鉱物油、
合成香料、合成色素

可能

薬用ミルキージェルＭ
水溶性プラセンタエキス
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
色素沈着メカニズムに対して多角的にアプローチし、肌を明るく
する。オールインワン美白ができる化粧品。
保湿効果を高めた、オールインワンゲルクリームです。

パラベン、エタノール、シリコン、
鉱物油、合成香料、合成色素

可能

薬用ウォータリージェルＭ
水溶性プラセンタエキス
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・色素沈着メカニズムに対して多角的にアプローチし、肌を明る
くする。オールインワン美白ができる化粧品。
・みずみずしい潤いを与える透明のジェルです。

パラベン、エタノール、シリコン、
鉱物油、合成香料、合成色素

可能

薬用ホワイトクリームTR＋ トラネキサム酸

・美白＋抗しわ効果
・有効成分トラネキサム酸がメラニンの生成を抑え、しみそばか
すを防ぎ皮膚を健やかに保ちます。
・「乾燥による小じわを目立たなくする」効能表示可能

防腐剤、合成香料、合成色素、
エタノール

可能

【医薬部外品】　美白シリーズ



製品名 有効成分 製品特徴 謳えるフリー　※注 香料配合

薬用ホワイトローションＴＲ
トラネキサム酸
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・有効成分の他、美白成分、植物エキス成分など配合

パラベン、エタノール、石油系界
面活性剤、合成香料、合成色素

×

薬用ブライトMローションＴＲ
トラネキサム酸
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・有効成分の他、美白成分、植物エキス成分など配合
・少しとろみがあるローション

パラベン、エタノール、鉱物油、
合成香料、合成色素

可能

薬用ＵＶホワイトＴＲ
トラネキサム酸、
グリチルリチン酸ステアリル

・ＳＰＦ50、ＰＡ+++　数値取得済み
・有効成分の他、植物エキス成分など配合
・ＵＶカット、美白作用の他、抗酸化作用、抗老化作用などに期
待がもてる

防腐剤、エタノール、合成色素、
合成香料

可能

ＡＴＰエッセンスローション
水溶性プラセンタエキス
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・有効成分（美白、抗炎症）の他、植物エキス成分など配合
・美白効果、肌荒れ改善、デリケートなお肌にも愛用いただけるしっ
とりとしたローション
・肌本来が持つ機能回復を助け、自らが潤う力をサポートします。

パラベン、エタノール、鉱物油、
合成香料、合成色素

可能

薬用ミルキージェルＭ
水溶性プラセンタエキス
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
色素沈着メカニズムに対して多角的にアプローチし、肌を明るく
する。オールインワン美白ができる化粧品。
保湿効果を高めた、オールインワンゲルクリームです。

パラベン、エタノール、シリコン、
鉱物油、合成香料、合成色素

可能

薬用ウォータリージェルＭ
水溶性プラセンタエキス
グリチルリチン酸ジカリウム

・美白と抗炎症のW有効成分
・色素沈着メカニズムに対して多角的にアプローチし、肌を明る
くする。オールインワン美白ができる化粧品。
・みずみずしい潤いを与える透明のジェルです。

パラベン、エタノール、シリコン、
鉱物油、合成香料、合成色素

可能

【医薬部外品】　にきび　・　抗炎症



製品名 有効成分 製品特徴 謳えるフリー　※注 香料配合

薬用マイルドリムーバー チオグリコール酸カルシウム

・効能効果：除毛
・除毛製品独特の臭いを抑えており短時間で効果を実感できる
使いやすいクリームタイプ
・シア脂がお肌を保湿、植物エキス配合により、抑毛効果も期
待できます。

防腐剤、エタノール、合成色素 可能

薬用スムーズリムーバー チオグリコール酸カルシウム

・効能効果：除毛
・除毛製品独特の臭いを抑えており短時間で効果を実感できる
使いやすいクリームタイプ
・保湿成分、植物エキス配合により、抑毛効果も期待できます。

防腐剤、アルコール、シリコー
ン、合成色素、紫外線吸収剤

可能

製品名 有効成分 製品特徴 謳えるフリー 香料配合

薬用ヘアトニックＭ
グリチルリチン酸ジカリウム
酢酸DL-α-トコフェロール
センブリ抽出液

・効能効果：育毛
・有効成分の他、和漢植物エキスなど配合
・育毛、かゆみ、脱毛予防、血行促進などの効果が期待できる

防腐剤、シリコン、鉱物油、合成
香料、合成色素

可能

【医薬部外品】　除　毛

【医薬部外品】　育　毛　剤



製品名 剤形 製品特徴 謳えるフリー　※注 香料配合

抗しわクリーム クリーム
・「乾燥による小じわを目立たなくする」効能表示可能
・オリジナル原料、久慈産コハクエキスなど配合している保湿感
たっぷりのクリーム

防腐剤、エタノール、合成香料、
合成色素

可能

抗しわジェルクリーム ジェルクリーム
・「乾燥による小じわを目立たなくする」効能表示可能
・プロテオグリカン、ヒト型セラミドなど配合　ジェル状で使用感
がよくお肌に馴染みやすいクリーム

パラベン、鉱物油、シリコン、合
成香料、エタノール、合成色素

可能

抗しわオールインワン乳液 乳液

・「乾燥による小じわを目立たなくする」効能表示可能
・1本で「化粧水」「乳液」「美容液」「クリーム」「パック」の５つの
機能
・良好な肌なじみと保湿感のある乳液です。

パラベン、鉱物油、シリコン、石
油系界面活性剤、合成香料、エ
タノール、合成色素

可能

薬用ホワイトクリームTR＋ クリーム

・美白＋抗しわ効果
・有効成分トラネキサム酸がメラニンの生成を抑え、しみそばか
すを防ぎ皮膚を健やかに保ちます。
・「乾燥による小じわを目立たなくする」効能表示可能

防腐剤、合成香料、合成色素、
エタノール

可能

製品名 UV数値 製品特徴 謳えるフリー　※注 香料配合

ＵＶジェル ＵＶ／ＳＰＦ50+　ＰＡ++++
・美容成分多種配合
　まったく白浮きせず、お肌になじむテクスチャー

パラベン、シリコン、合成香料、
合成色素、エタノール

可能

赤外線遮断ＵＶクリーム ＵＶ／ＳＰＦ50　ＰＡ++++

・紫外線だけでなく、筋組織まで透過しシワやタルミの原因とな
る近赤外線も遮断する
・紫外線遮断だけではないので差別化できる製品

パラベン、動物由来原料、合成
香料、合成色素

可能

ＵＶクリームＦ ＵＶ／ＳＰＦ50　ＰＡ++++
・植物由来の紫外線吸収剤配合　植物エキスなど配合
・高い紫外線防御効果と保湿効果で透明感と潤いのある美肌
へ導きます

パラベン、エタノール、動物由来
原料、合成香料、合成色素

可能

薬用ＵＶホワイトＴＲ ＵＶ／ＳＰＦ50　ＰＡ+++

・医薬部外品
　有効成分：トラネキサム酸、グリチルリチン酸ステアリル
・美白が謳えるUVクリーム
・有効成分の他、植物エキス成分など配合
・ＵＶカット、美白作用の他、抗酸化作用、抗老化作用などに期
待がもてます

パラベン、防腐剤、エタノール、
合成色素、合成香料

可能

【化粧品・効能評価試験済み化粧品】　　　　※乾燥による小じわを目立たなくする効果確認済み

【化粧品・日焼け止め】　※SPF・PA取得済み



製品名 内容 製品特徴 謳えるフリー　※注 香料配合

セラミド液晶ジェルクリーム ジェルクリーム

クリーム自体が肌の細胞間脂質に類似したラメラ液晶の構造
を形成しているクリーム。
ラメラ構造は、偏光顕微鏡にてマルタ―ゼクロス像を確認して
おります。

防腐剤、パラベン、エタノール、
鉱物油、合成色素、合成香料、
紫外線吸収剤

可能

植物多糖ジェルクリーム ジェルクリーム
植物由来多糖体が主成分で高い保湿効果が得られます。
界面活性剤フリーでお肌にやさしい。クリームにありがちな嫌な
べたつきがないのに持続性のある保湿感が特徴です。

パラベン、エタノール、鉱物油、
シリコーン、合成色素、合成香
料、紫外線吸収剤、旧表示指定
成分

可能

男性用さらさらジェル ジェルクリーム

さらさらウォータリー処方のジェルクリーム。肌に塗布するとジェ
ルから化粧水のような使用感へ変化します。
数種の保湿、エモリエント成分を配合したオールインワンタイプ
で、洗顔後のスキンケアがこれ１本で完了します。

防腐剤、パラベン、エタノール、
鉱物油、シリコーン、合成色素、
合成香料、紫外線吸収剤

可能

セラミド導入ジェル ジェルクリーム

ヒト型セラミド高濃度配合のジェルクリームです。べたつかない
のにこっくり濃厚なジェルクリームが密着浸透します。
うるおいヴェールでバリア機能を高め、乾かない肌へ導き時間
が経っても効果が持続します。

防腐剤、パラベン、エタノール、
鉱物油、合成色素、合成香料、
紫外線吸収剤

要確認

マイクロエマルション透明クリーム クリーム

乳化粒子を微細化するマイクロエマルション技術により、今まで
にはない外観、性状、使用感を有した透明のクリーム。
粒子が細かいため浸透性や肌馴染みが良く、べたつかないの
に保湿感が持続します。うるおいをめぐらせ柔らかな肌を育む
クリーム。

パラベン、エタノール、合成色
素、合成香料、紫外線吸収剤、
旧表示指定成分

可能

セラミドナノエマルジョン 美容液（ミルクローション）

超高圧乳化法により浸透湿潤セラミドを微細粒子化。高濃度に
細胞間脂質用エモリエント剤を配合しながら、べとつかない使
用感。浸透湿潤セラミドを高配合した、高い浸透感が特徴のミ
ルクローションです。

パラベン、エタノール、鉱物油、
シリコーン、合成色素、合成香
料、紫外線吸収剤、旧表示指定
成分

可能

男性用養毛料

・医薬部外品の有効成分と特許成分配合
　特許成分：NcPA（環状リゾフォスファチジン酸Na）
・頭皮環境の改善、毛母細胞の活性、抗男性ホルモン作用、血
流促進に働きかける植物エキスを配合した養毛料

パラベン、鉱物油、合成色素、
合成香料

可能

女性用養毛料

・医薬部外品の有効成分と特許成分配合
　特許成分：NcPA（環状リゾフォスファチジン酸Na）
・頭皮環境の改善、毛母細胞の活性、女性ホルモン様作用、血
流促進に働きかける植物エキスを配合した養毛料

パラベン、鉱物油、合成色素、
合成香料

可能

【化粧品・すぐに製品化できる化粧品】

特許成分を使用した養毛
料



【オリジナル製品一覧】

スキンケア製品

クレンジング

ヘアケア製品

ボディケア製品

その他

【化粧品・オリジナル製品（例）】

製造品目

　・洗顔料・化粧水　・美容液　・乳液　・クリーム　・ジェルクリームミスト　・オールインワンジェル　・バーム

 ・クレンジングローション・クレンジングジェル　・クレンジングオイル　・クレンジングミルク　・クレンジングクリーム・
　ホットクレンジング・クレンジングバーム

　・シャンプー　・トリートメント・コンディショナー　・洗い流さないトリートメント　・養毛料

　・ボディソープ　・ボディローション　・ボディミルク　・ボディクリーム　・ボディオイル　・ボディパック　・ボディスクラブ

　・入浴剤　・香水　・ルームフレグランスなど


