海藻由来エキスシリーズ
商品名

表示名称

機能

特徴

医薬部外品
への使用

Alariane HC
（ｱﾗﾘｱﾝ）

褐藻ｴｷｽ （ｱﾗﾘｱｴｽｸﾚﾝﾀｴｷｽ）
BG、水

毛髪ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ、ｸｾ毛直し
長寿遺伝子の活性化

ｱﾗﾆﾝを多く含有。毛髪の保護、櫛通りの改善、ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ効果、ｸｾ毛をｽ
ﾑｰｽﾞに。「ﾍｱｳｫｰﾀｰ」等に。長寿関連遺伝子（ｻｰﾁｭｲﾝ-1）の活性化作用。

海藻ｴｷｽ(1)

Ambre Oceane
（ｱﾝﾊﾞｰｵｰｼｬﾝ）

ﾍﾟﾙﾍﾞﾁｱｶﾅﾘｸﾗﾀｴｷｽ
水

しわ防止･改善
老化防止

海藻由来のｲｿﾌﾗﾎﾞﾝ及び成長因子を含有。ﾚﾁﾉｰﾙ酸の効果で皮膚の老化
防止、しわや小じわの防止・改善。細胞外ﾏﾄﾘｯｸｽの合成促進。

海藻ｴｷｽ(1)

Antileukine 6
（ｱﾝﾁﾛｲｷﾝ6）

ﾗﾐﾅﾘｱｵｸﾛﾛｲｶｴｷｽ
ﾄﾘ（ｶﾌﾟﾘﾙ/ｶﾌﾟﾘﾝ酸）ｸﾞﾘｾﾘﾙ

ｻﾝｹｱ
しわ・光老化防止

太陽光防御機能をもった脂質ﾌﾗﾝｸｼｮﾝ。ﾃﾞｲｹｱ抗炎症（IL1,6及びPGE2阻
害）。UVからのDNA保護、細胞外ﾏﾄﾘｯｸｽ成分の合成促進。保湿作用。

Beauty Mask
（ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾏｽｸ）

ｱﾙｷﾞﾝ酸Na、ｹｲｿｳ土、
ｻﾝｺﾞﾓｴｷｽ

皮膚ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ
毛穴引締

ﾌｪｲｽﾊﾟｯｸ及びﾎﾞﾃﾞｨｰﾊﾟｯｸ用の3種類（珪藻、褐藻、紅藻）の海藻を組み合わ
せた海藻粉末。海洋ﾐﾈﾗﾙを豊富に含有し、皮脂の吸収、老廃物を除去。

Bio-Energizer
（ﾊﾞｲｵｴﾅｼﾞｬｲｻﾞｰ）

ﾍﾟﾙﾍﾞﾁｱｶﾅﾘｸﾗﾀｴｷｽ
ﾗﾐﾅﾘｱﾃﾞｨｷﾞﾀｰﾀｴｷｽ
BG、水

育毛促進

2種類の海藻混合抽出液。海藻由来のﾊﾞｲｵ・活性成分が抜け毛を防ぎ、発
毛を促し、髪を濃く、ﾎﾞﾘｭｰﾑ感を与える。水・ｱﾙｺｰﾙに可溶。

Bio-Extender
（ﾊﾞｲｵｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ）

加水分解紅藻ｴｷｽ
水

毛髪強度強化

ｶﾙｼｳﾑなどの海洋ﾐﾈﾗﾙを豊富に含有。硫化ｱﾐﾉ酸を毛髪中に補給し、髪の
毛のﾀﾞﾒｰｼﾞを防ぎ、毛髪繊維を強化し、毛髪の自然な外観を再構築する。

Bioplasma
（ﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｽﾞﾏ）

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝｴｷｽ
BG、水

Bioplasma-FA
（ﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｽﾞﾏFA）

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝｴｷｽ、ﾌｪﾙﾗ酸ｱﾙｷﾞﾆﾝ、
BG、水

Biorestorer
（ﾊﾞｲｵﾘｽﾄｱﾗｰ）

ｶｷﾞｲﾊﾞﾗﾉﾘｴｷｽ
BG、水

ﾀﾞﾒｰｼﾞﾍｱｰ改善

「少女の髪」と呼ばれる紅藻のｴｷｽ。毛髪を再構築する活性成分「硫酸ｶﾞﾗｸﾀ
海藻ｴｷｽ(5)
ﾝ」により、保護ﾌｨﾙﾑを再生し、ｷｭｰﾃｨｸﾙを平滑性、柔軟性、輝きを付与

Ceramiane
（ｾﾗﾐｱﾝ）

ｲｷﾞｽｴｷｽ
PG、水

ﾈｲﾙｹｱ

爪のｹﾗﾁﾝを保湿する。ﾈｲﾙｹｱ製品などに。

Codiavelane
（ｺﾃﾞｨｱｳﾞｧﾗﾝ）

ｲﾓｾﾐﾙｴｷｽ
BG、水

保湿

海洋性保湿因子MMF（Marine Moisturizing Factor)。乾いた環境の有害な作
用に対する完璧な防御ｼｽﾃﾑ。表皮の奥まで長時間保湿する。

Gulf Stream Sea Water
(ｶﾞﾙﾌｽﾄﾘｰﾑｼｰｳｫｰﾀｰ）

海塩

ｽｸﾗﾌﾞ
ﾐﾈﾗﾙ補給

ﾀﾗｿﾃﾗﾋﾟｰ（海洋療法）発祥の地、ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ地方の美しい海から採取した海水
の乾燥物。他の海塩よりもﾐﾈﾗﾙを多く含有、ﾊﾞｽｹｱ、SPA、ﾀﾗｿﾃﾗﾋﾟｰ製品な 海水乾燥物(1)
どに

Gelalg
（ｹﾞﾗﾙｸﾞ）

ﾄﾁｬｶｴｷｽ （ｺﾝﾄﾞﾙｽｸﾘｽﾌﾟｽｴｷｽ）
水

ﾍｱｹｱ

紅藻類から得た特定のﾎﾟﾘｻｯｶﾗｲﾄﾞの透明なｹﾞﾙ。皮膚や頭髪にｿﾌﾄな感触
を与え、優れたｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ効果を与え、痛んだ毛髪を補修保護する。

Kalpariane
(ｶﾙﾊﾟﾘｱﾝ）

褐藻ｴｷｽ （ｱﾗﾘｱｴｽｸﾚﾝﾀｴｷｽ）
ﾄﾘ（ｶﾌﾟﾘﾙ/ｶﾌﾟﾘﾝ酸）ｸﾞﾘｾﾘﾙ

長寿遺伝子の活性化、ﾆｭｰﾄﾘｼｮ
長寿関連遺伝子（Sirtuin-1)を活性、ｴﾗｽﾁﾝ、ｺﾗｰｹﾞﾝの合成・保護、ﾋｱﾙﾛﾝ酸
ﾝ、抗ﾗｼﾞｶﾙ、細胞外ﾏﾄﾘｯｸｽ合成
の合成、ｽｷﾝﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝ(栄養補給）成分ｵﾒｶﾞ‐3、6、9を含有、ATP合成促進
促進

老化防止、抗ｽﾄﾚｽ、
抗酸化、保湿
抗公害物質
細胞老化防止
細胞賦活
細胞ﾃﾞﾄｯｸｽ

海藻ｴｷｽ(1)

細胞にﾊﾞｲｵﾌｫﾄﾝｴﾈﾙｷﾞｰを供給。ｵｿﾞﾝﾌｨﾙﾀｰ機能。強力なﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙｽｶﾍﾞﾝ
ｼﾞｬｰ。新保湿ﾒｶﾆｽﾞﾑ（ｳﾛｷﾅｰｾﾞ活性阻害）。ATP合成促進。
細胞間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの改善、ATP合成促進、ﾌﾟﾛﾃｱｿｰﾑやﾁｵﾚﾄﾞｷｼﾝﾘﾀﾞｸﾀｰｾﾞ
の活性を高め、細胞の代謝ｼｽﾃﾑを良好な状態に整え、細胞ﾚﾍﾞﾙでの老化
防止に

海藻由来エキスシリーズ
商品名

表示名称

機能

特徴

医薬部外品
への使用
海藻ｴｷｽ(1)

Laminaine Marine
（ﾗﾐﾅｲﾝﾏﾘｰﾝ）

ﾗﾐﾅﾘｱｵｸﾛﾛｲｶｴｷｽ
BG、水

老化防止、脂質酸化防止
ｲｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ調整

「黄金海藻」と呼ばれる褐藻由来。ｽﾄﾚｽ環境下において細胞上のｲｵﾝﾁｬﾝﾈ
ﾙ・ｶﾙｼｳﾑの細胞間移動を調節制御し細胞膜保護。ｺﾗｰｹﾞﾝ合成促進。

Laminarghane
（ﾗﾐﾅｶﾞﾝ）

褐藻ｴｷｽ（ｱﾙｹﾞｴｷｽ）

皮脂ｺﾝﾄﾛｰﾙ
脱毛予防

5αﾘﾀﾞｸﾀｰｾﾞ阻害することにより、男性ﾎﾙﾓﾝによる皮脂過剰分泌を抑制す
る。毛穴の角質化、毛胞の炎症を防ぐ。

Oligogeline
（ｵﾘｺﾞｹﾞﾘﾝ）

ﾄﾁｬｶｴｷｽ（ｺﾝﾄﾞﾙｽｸﾘﾌﾟｽｴｷｽ）
水

感触改良、保湿
ｽｷﾝ＆ﾍｱｹｱ

The Plant Silicone 。ｼﾘｺｰﾝのようなさらっとした、ｿﾌﾄな感触を付与、皮膚と
毛髪のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝを整えるﾐﾈﾗﾙ（Mg,Mn,Zn,Ca）、多糖を豊富に含有。

海藻ｴｷｽ(5)

Oligophycocorail
（ｵﾘｺﾞﾌｨｺｺﾚｲﾙ）

紅藻ｴｷｽ 又は 加水分解ｻﾝｺﾞﾓ
皮膚調整
水

珊瑚性海藻。海水の高濃度のﾐﾈﾗﾙ塩を含有しﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽを調整。

海藻ｴｷｽ(5)

Phlorogine
（ﾌﾛﾛｼﾞﾝ）

褐藻ｴｷｽ （ｶﾗﾌﾄｺﾝﾌﾞｴｷｽ）
BG、水

皮脂ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾎﾟﾘｳﾛﾝ酸の働きで皮膚のpHﾊﾞﾗﾝｽを調節。皮脂過剰分泌の抑制により皮膚
疾患の改善。ﾘﾊﾟｰｾﾞ阻害。

海藻ｴｷｽ(1)

Phycoboreane
（ﾌｨｺﾎﾞﾚｱﾝ）

ﾗﾐﾅﾘｱﾋﾍﾟﾙﾎﾞﾚｱｴｷｽ
水

ｽﾘﾐﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛﾃｲﾝｷﾅｰｾﾞAに直接働きかけ脂肪を分解。ｾﾙﾗｲﾄの減少。

Phycocorail
（ﾌｨｺｺﾚｲﾙ）

ｻﾝｺﾞﾓｴｷｽ

老化防止
敏感肌保護

UVBによるﾘﾉｰﾙ酸の酸化を100%阻害。紫外線（UVAとUVB）,赤外線（IR）から
ｹﾗﾁﾉｻｲﾄとﾗﾝｹﾞﾙﾊﾝｽ細胞を保護。

Phycolanine
（ﾌｨｺﾗﾆﾝ）

ﾗﾐﾅﾘｱｵｸﾛﾛｲｶｴｷｽ
水

日焼け促進

ﾁｼﾛﾅｰｾﾞ活性促進し肌を健康的で小麦色の肌色に日焼けさせる。

Pyrenoine
（ﾋﾟﾚﾉｲﾝ）

褐藻ｴｷｽ （ｱﾙｹﾞｴｷｽ）
BG、水

ｻﾝｹｱ
酸化防止

皮膚ﾀﾝﾊﾟｸ質保護因子により日焼けﾀﾞﾒｰｼﾞの防止。脂質酸化防止。優れたﾌ
海藻エキス(1)
ﾘｰﾗｼﾞｶﾙｽｶﾍﾞﾝﾁｬｰ。

Poudre d'eau
（ﾌﾟｰﾄﾞﾙｵｳ）

海塩

抗炎症

ｱﾚﾙｷﾞｰ性炎症反応制御、Basophil(好塩基性白血球)の活性を抑制。

Rhodysterol
（ﾛﾃﾞｨｽﾃﾛｰﾙ）

ｹﾞﾘｼﾞｳﾑｶｰﾁﾗｷﾞﾈｳﾑｴｷｽ
ｼﾞｶﾌﾟﾘﾙ酸PG

ｽﾘﾐﾝｸﾞ

脂肪分解促進を伝達するｽﾃﾛｰﾙ及びその誘導体。皮下層の生理的ﾒｶﾆｽﾞﾑ
に働きかける。ｾﾙﾗｲﾄの減少。

Seamoss
（ｼｰﾓｽ）

ｶﾗｷﾞｰﾅﾝ
PG、水

保湿

人の肌のﾀﾝﾊﾟｸ質に非常に類似した海藻ｺﾛｲﾄﾞで構成。活性剤からの保護。
ﾌｨﾙﾑを形成し肌感触の改善。

Seve Marine
（ｾﾌﾞﾏﾘﾝ）

緑藻ｴｷｽ （ｱﾙｹﾞｴｷｽ）
水

保湿

細胞ｾﾒﾝﾄ物質である脂質の合成促進。自由水及び結合水を増加させ高い
保湿作用。皮膚バリア形成。

SPD
（ｴｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ）

褐藻ｴｷｽ （ｱﾙｹﾞｴｷｽ）
BG、水

皮膚保護

高度に効率的な防御ｼｽﾃﾑを持つ。ﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙ(ｽｰﾊﾟｰｵｷｼﾄﾞ、ﾋﾄﾞﾛｷｼﾗｼﾞｶﾙ)
から強力に保護。低分子量（1000ﾀﾞﾙﾄﾝ）。

海藻ｴｷｽ(1)

海浜植物エキスシリーズ ： フランス・ブルターニュ地方の海岸線に生育する海浜植物由来のエキス。
海浜植物は海から陸上にあがった最初の植物、植物の祖先と言われている。
商品名

表示名称

機能

特徴

Blue Seakale HC
(ﾌﾞﾙｰｼｰｹｲﾙHC）

ﾊﾏﾅｴｷｽ
水、BG

毛髪ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
ｽｶﾙﾌﾟｹｱ

ｱﾐﾉ酸（特にﾌﾟﾛﾘﾝがﾘｯﾁ）、ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ、ﾙﾁﾝ、P‐ｸﾏﾙ酸、ｹﾝﾍﾟﾛｰﾙ等が含まれ
ている。毛髪の退色防止、頭皮の脂質酸化防止、毛髪を熱や乾燥から保護
する

Blue Seakale SC
(ﾌﾞﾙｰｼｰｹｲﾙSC）

ﾊﾏﾅｴｷｽ
ﾄﾘ（ｶﾌﾟﾘﾙ酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸）ｸﾞﾘｾﾘﾙ

細胞外ﾏﾄﾘｯｸｽ合成促進・保護
抗ラジカル

ｽﾃﾛｰﾙ類を多く含み、抗ﾗｼﾞｶﾙ作用、ｺﾗｰｹﾞﾝやGAGの合成促進と保護、細
胞増殖の促進作用などがある。

Inula HC
(ｲﾇﾗHC）

ｲﾇﾗｸﾘｽﾓｲﾃﾞｴｷｽ
ﾄﾘ(ｶﾌﾟﾘﾙ/ｶﾌﾟﾘﾝ酸)ｸﾞﾘｾﾘﾙ

毛髪ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
毛髪退色防止

ｼﾄｽﾃﾛｰﾙやｾﾗﾐﾄﾞの前駆体であるｸﾞﾘｺﾘﾋﾟｯﾄを含む。頭皮の脂質酸化防止、
ｹﾗﾁﾉｻｲト細胞増殖促進、毛髪のﾂﾔ・まとまり、ﾍｱｶﾗｰの発色が向上

Inula SC
(ｲﾇﾗSC）

ｲﾇﾗｸﾘｽﾓｲﾃﾞｴｷｽ
水、BG

細胞外ﾏﾄﾘｯｸｽ合成促進・保護
抗酸化

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸、ﾌﾟﾛﾘﾝなどを多く含む。ｺﾗｰｹﾞﾝの保護及び合成促進、GAGの保
護及び合成促進、抗酸化作用、肌の引き締め及びﾊﾘ改善などに

Native Essence
(ﾈｲﾃｨﾌﾞｴｯｾﾝｽ）

ｸﾘｽﾏﾑﾏﾘﾁﾏﾑｴｷｽ
ﾄﾘ（ｶﾌﾟﾘﾙ/ｶﾌﾟﾘﾝ酸）ｸﾞﾘｾﾘﾙ

表皮代謝調整
ｾﾗﾐﾄﾞ合成促進

ｾﾗﾐﾄﾞ3、6の合成促進、抗炎症、脂質酸化防止、細胞増殖ｺｴﾝｻﾞｲﾑQ10､ﾋﾞﾀﾐ
ﾝAEKを含有。表皮細胞分化調節。表皮代謝の正常化。

Sea Lavender HC
（ｼｰﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰHC）

ﾘﾓﾆｳﾑｹﾞﾙﾍﾞﾘｴｷｽ
水、BG

毛髪ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
ｽｶﾙﾌﾟｹｱ

ｱﾐﾉ酸（特にﾌﾟﾛﾘﾝがﾘｯﾁ）、ﾌｪﾉｰﾙ酸、ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ、ﾐﾈﾗﾙが含まれている。毛髪
への潤い付与、寒さ・乾燥からの保護、頭皮の脂質酸化防止（ｽｶﾙﾌﾟｹｱ）

Sea Lavender SC
（ｼｰﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰSC）

ﾘﾓﾆｳﾑｹﾞﾙﾍﾞﾘｴｷｽ
ﾄﾘ(ｶﾌﾟﾘﾙ/ｶﾌﾟﾘﾝ酸)ｸﾞﾘｾﾘﾙ

抗炎症剤、ｺﾗｰｹﾞﾝ合成促進
細胞の老化防止
ｽｷﾝﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝ

ﾋﾞﾀﾐﾝE、ｼﾄｽﾃﾛｰﾙ、ｸﾞﾙｺｰｽ等による肌への栄養補給（ｽｷﾝﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝ）効
果。ｺﾗｰｹﾞﾝの合成促進、細胞の老化防止、刺激の緩和（IL1・IL6の放出減）

Sea Mayweed SC
(ｼｰﾒｲｳｨｰﾄﾞSC）

ﾄﾘﾌﾟﾚｳﾛｽﾍﾟﾙﾑﾑﾏﾘﾁﾏｴｷｽ
水、（ｿﾙﾋﾞﾝ酸0.2％）

敏感肌用
表情しわ予防

ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ分泌抑制による表情筋ﾘﾗｯｸｽ・表情じわの減少、IL1・IL6放出量の
減少による敏感肌(中度）の沈静化、抗炎症作用、、赤みの沈静化作用

Sea Satin
(ｼｰｻﾃﾝ)

ﾊﾏﾌﾀﾞﾝｿｳｴｷｽ (申請中）
ﾄﾘ（ｶﾌﾟﾘﾙ酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸）ｸﾞﾘｾﾘﾙ

ﾍｱｹｱ＆ｽｶﾙﾌﾟｹｱ
抗酸化

抗脂質過酸化、抗炎症作用、血流の調整、細胞機能の健全化作用によるｽｶ
ﾙﾌﾟｹｱ、毛髪の保護、ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ効果

Sea Starwort BG
(ｼｰｽﾀｰｳｫｰﾄBG)

ｱｽﾃﾙﾏﾘﾁﾏｴｷｽ
水、BG

敏感肌用
肌のﾊﾘ改善

ｱﾐﾉ酸、ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ、ﾌｪﾉｰﾙ酸、ｸﾛﾛｹﾞﾝ酸、ﾙﾁﾝ等による抗炎症、保湿、肌の引
き締め、ｺﾗｰｹﾞﾝの保護・合成促進作用がある。敏感肌用(軽度）

Sea Starwort Oil
(ｼｰｽﾀｰｳｫｰﾄ OIL）

ｱｽﾃﾙﾏﾘﾁﾏｴｷｽ
ﾄﾘ（ｶﾌﾟﾘﾙ酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸）ｸﾞﾘｾﾘﾙ

敏感肌用
抗炎症

敏感肌用（重度）、抗炎症、鎮静作用、毛細血管の過剰な拡張を抑える

医薬部外品
への使用

