
肌を大切に育む
はぐく

肌本来の健康な美しさ（ I N）をピュアな自然の力で無理なく高める（UP）。

様々なストレスにさらされ、デリケートな肌へと変化している現代女性の

「肌を大切に育む」自然派化粧品です。
はぐく



“肌を大切に育む”スキンケア
はぐく

インナップEX

“肌を大切に育む”インナップEXは、

 医薬部外品です。

はぐく

1 9 9 0年の発売当初から、

スキンケアのあり方を追求し続けてきた

インナップEX。

肌本来の健康な美しさ（ I N）を

ピュアな自然の力で無理なく高める（UP）。

その考えをさらに進めて、

20 0 6年に生まれ変わったインナップEXは、

厳しい審査を経て医薬部外品の

承認を受けました。

皆さまにご好評いただいているインナップE Xが

医薬部外品として承認されたことにより

私たちの商品が「安全」「安心」「高品質」であると、

あらためて証明されました。

何を信じ、何を選べばいいのかわからないこの時代、

エックスワンの商品を、これからも安心してお使いください。

安  全

安  心 高品質

これまでも、これからも「 安 全 」「 安 心 」「 高 品 質 」。

厚生労働省による厳正な審査を受け、
認められたものだけが「医薬部外品」の
承認を得ることができます。

 ● 厚生労働省が認めた原料を使用したもの
 ● 効能・効果のある有効成分は決められた配合
量であること

◎医薬部外品とは
薬事法による分類

医薬
部外品

医薬品

化粧品

 
 

承  認申  請 審  査

 ●「医薬部外品」と表示する
 ● 化粧箱に「有効成分」と「その他の成分」を表示する
 ● 製造ロットごとに有効成分の検査を実施

義務づけられていること

承認を受けた効能・効果が表示できる



●プラントセルウォーター4つの植物成分

素肌力を高めるインナップEX基本成分
シリーズすべてに配合

モイストキャッチャー（ポリグルタミン酸、酵母エキス）

天然成分から生まれた力でうるおいをしっかりキープします。

デリケートな肌にもやさしく作用する従来成分の「天然ミネラル水」に、
「プラントセルウォーター」をプラス。 植物から抽出したこの植物水が、肌を美しくします。

肌の水分喪失を抑える

肌のうるおいを保持する

天然保湿因子（NMF）をサポートする
※天然保湿因子（NMF）は、肌に水分を引き寄せる成分です。

バイオPG（保湿）
天然のポリグルタミン酸

（アミノ酸）で
高い保水力を持つ

酵母エキス（保湿）
酵母から抽出した
天然エキス

美肌成分を多数含む

天然保湿因子（NMF）の量が増えると、うるおいを保つ力が高くなります。

月桃 ローズハマメリス ヘチマ
優れた収れん効果があり、肌のキメを
整えながらひきしめるはたらきがある。
紫外線や刺激から肌をまもる。

糖分、ペクチン、ビタミンC、サポニン
などの美肌成分。肌あれ防止効果、
保湿効果が高い。

フラボノイドや糖類を含み、紫外線の
ダメージから肌をまもる。

美しさの象徴とされ、保湿効果が高く、
キメの整った肌にする。

肌を保湿しながらマイルドに
角質をケアします。

明日葉・月桃

植物の力で、よりやさしく、
紫外線から肌をまもります。

あしたば ・ げっとう

当帰（チャイニーズアンジェリカ）

他の成分のはたらきを
サポートします。

とうき

贅沢に配合された成分が素肌力を育みます。
はぐく

パッケージも環境に
配慮しています。

肌のpH（ペーハー）
に近い

弱酸性
微香料

合成色素
鉱物油

無配合

エックスワンオリジナル成分

プラントセルウォーター　

乾燥にはたらきかけるインナップＥＸ モア 特長成分（モアのみ配合されている成分）

ラクトエキス

エックスワンオリジナル成分

1

2

3

0日目 14日目 28日目

◎表皮水分喪失量〈当社調べ〉
保湿力が高いといわれるヒアルロン酸Naに比べ、肌の
表面から水分が失われる率が少ないことがわかります。
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（％）
モイストキャッチャー ヒアルロン酸Na

●「モイストキャッチャー」の効果

セイヨウナシ
（モイスチャーローション モアのみに配合） アミノ酸コンプレックスエクトイン

（モイスチャークリーム モアのみに配合）カンゾウ

げっとう

減少すると、肌の乾燥や角質のバリア
機能の低下が起こるといわれている
セラミド。その産生にアプローチし、
うるおいをしっかりと生み出せる
状態へと肌を導きます。

肌の乾燥対策として重要な、
角質のバリア機能回復に
はたらきかけます。

皮ふのアミノ酸組成に似た
アミノ酸複合体が、しっかりと
うるおいを保持する肌へと
導きます。

皮ふの内・外部でたっぷりの
水分をしっかり保持し、肌の
水分量の増加をサポートします。

①通常、同梱されている能書をやめ、注意書は箱の内側に記しました。
②モイスチャークリーム モアは、レフィルをセットして使用するタイプの
容器を採用しました。外のケースを捨てずに繰り返し使うことで、
資源とごみの削減を考えました。詰め替え時に気になる衛生面でも
安心です。

キャップを外したレフィルを本体に
カチッと音がするまで差し込みます。



肌のうるおいをまもりながら
メイクをすっきり落とす

うるおいをまもりながらメイクを落とす

うるおいを奪うことなく、メイクや汚れを自然に浮かせて
落とします。

バイオPG※1（保湿）

毎日、肌が育まれます。

Step1 Step2 肌のうるおいをまもりながら

洗浄殺菌をおこなう

商品番号 805
インナップEX　クレンジングクリーム MD
（スパチュラ付）（弱酸性）

内容量：110g　　本体価格 4,500円（税込み価格 4,950円）
●分類：クレンジングクリーム
●有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム
●共通配合成分：ビタミンE・コラーゲン（魚由来）・エラスチン（魚由来）・ヒアルロン酸・
　角質ケア成分・天然保湿成分・植物性コラーゲン（カロットエキス）・シソエキス
●その他の主な配合成分：植物エキス
●香調：インナップ調（ホワイトフローラル）

商品番号 806
インナップEX　クレンジングフォーム MD
（弱酸性）

内容量：100g　　本体価格 4,160円（税込み価格 4,576円）
●分類：洗顔料
●有効成分：グリチルレチン酸ステアリル・イソプロピルメチルフェノール
●共通配合成分：ビタミンE・コラーゲン（魚由来）・エラスチン（魚由来）・ヒアルロン酸・
　角質ケア成分・天然保湿成分・植物性コラーゲン（カロットエキス）・シソエキス
●その他の主な配合成分：海藻エキス
●香調：インナップ調（ホワイトフローラル）

バイオPG※1（保湿）＋GMMモイスト※2
（肌あれ防止）

GMMモイスト※2
（保湿）

肌を整えながら汚れを落とす

うるおいをまもりながら汚れを落とすバイオPG
※
1 に加え、

コンディショニング成分でもあるGMMモイスト
※
2 を配合。

乾燥や肌あれの抑制を促します。

たっぷりの泡マッサージで肌をほぐす

コンディショニング成分GMMモイスト
※
2 がきめ細かく豊かな

泡をつくりマッサージにより緊張した肌をやさしくほぐします。

医薬部外品医薬部外品

〈効能・効果（医薬部外品）〉
○皮ふの洗浄、殺菌、消毒 ○体臭、汗臭およびニキビを防ぐ

〈効能・効果（医薬部外品）〉
○皮ふの洗浄 ○ニキビ、かみそりまけおよび肌あれを防ぐ

はぐく

ユニバーサルデザインを基本に、
スリムで持ちやすいボトル、
大きめのリングで開けやすい
中ブタ、力を入れずに開け閉め
できるキャップなどを採用して
います。

使いやすさへのこだわり　



モイストキャッチャー※3
（保湿）

角質ケア 紫外線ケア 他の成分サポート

ラクトエキス 明日葉・月桃 当帰（チャイニーズアンジェリカ）

プラントセルウォーター※4
（ひきしめ・うるおい）

●月桃 ●ローズ ●ハマメリス ●ヘチマ

女性の手に持ちやすい軽くてスリムなボトルデザイン。 女性の手に持ちやすい軽くてスリムなボトルデザイン。

Step3 肌本来の保湿力・弾力を育む
はぐく

インナップEX　モイスチャーローション MD
（弱酸性）　　　マザーサイズ

内容量：300mL　　本体価格 10,550円（税込み価格 11,605円）
●分類：保湿ローション
●有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム・アラントイン
●共通配合成分：ビタミンE・コラーゲン（魚由来）・エラスチン（魚由来）・ヒアルロン酸・
　角質ケア成分・天然保湿成分・植物性コラーゲン（カロットエキス）・シソエキス
●その他の主な配合成分：海藻エキス
●香調：インナップ調（ホワイトフローラル）

エックスワンオリジナル成分モイストキャッチャー
※
3は

うるおいをしっかりキャッチし、肌の保湿力を育みます。　

肌の弾力を育む

肌を美しくするといわれている植物から抽出した植物水。
肌の弾力を育みます。

はぐく

はぐく

はぐく

はぐく

うるおいを保ち、肌の保湿力を育む

医薬部外品

商品番号 808

医薬部外品

げっとう

げっとう とうきあしたば

〈効能・効果（医薬部外品）〉
○肌あれ ○あれ性 ○日やけ、雪やけ後のほてりを防ぐ ○肌を整える ○肌をひきしめる
○皮ふをすこやかに保つ ○うるおいを与える

インナップEX　モイスチャーローション モア MD
（弱酸性）　　　 マザーサイズ

内容量：300mL　　本体価格 10,550円（税込み価格 11,605円）

商品番号 812

●分類：保湿ローション
●有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム・アラントイン
●共通配合成分：ビタミンE・コラーゲン（魚由来）・エラスチン（魚由来）・ヒアルロン酸・
　角質ケア成分・天然保湿成分・植物性コラーゲン（大豆発酵エキス）・シソエキス
●その他の主な配合成分：海藻エキス・アミノ酸コンプレックス
●香調：インナップ調（ホワイトフローラル）

肌の弾力を育む
はぐく

肌を美しくするといわれている植物から抽出した植物水。肌の弾力を育みます。
はぐく

プラントセルウォーター※4
（ひきしめ・うるおい）

●月桃 ●ローズ ●ハマメリス ●ヘチマ
げっとう

角質ケア

ラクトエキス

他の成分サポート

当帰（チャイニーズアンジェリカ）
とうき

紫外線ケア

明日葉・月桃
げっとうあしたば

モイストキャッチャー※3
（保湿）

はぐく

うるおいを保ち、肌の保湿力を育む

はぐく
エックスワンオリジナル成分モイストキャッチャー※3はうるおいを
しっかりキャッチし、肌の保湿力を育みます。　

カンゾウ・セイヨウナシ

乾燥に負けない肌を育む
はぐく

肌乾燥の２大原因、セラミドの減少と角質のバリア機能低下に
アプローチする植物エキスが、うるおいに満ちた肌へと導きます。

しっとり
タイプ

ベーシック
タイプ



医薬部外品

Step4 肌のハリと弾力を育み肌あれ・乾燥を防ぐ
はぐく

肌あれを防ぐ

CTP
※
5は肌の表面でうるおいをまもり、内側で肌本来のバリア

機能をサポート。肌あれしにくく、すこやかな肌を育みます。

CTP
※
5は肌の弾力と、ハリのある肌を育みます。

はぐく

CTP※5（肌をまもる）

はぐく

はぐく

CTP※5（肌のハリ）

肌の弾力を育む

商品番号 809
インナップEX　モイスチャークリーム MD
（弱酸性）

内容量：40g　　本体価格 5,980円（税込み価格 6,578円）
●分類：保湿クリーム
●有効成分：グリチルレチン酸ステアリル・酢酸DL-α-トコフェロール
●共通配合成分：ビタミンE・コラーゲン（魚由来）・エラスチン（魚由来）・ヒアルロン酸・
　角質ケア成分・天然保湿成分・植物性コラーゲン（カロットエキス）・シソエキス
●その他の主な配合成分：海藻エキス・肌保護成分
●香調：インナップ調（ホワイトフローラル）

医薬部外品

〈効能・効果（医薬部外品）〉
○肌あれ ○あれ性 ○日やけ、雪やけ後のほてりを防ぐ ○肌を整える 
○皮ふをすこやかに保つ ○うるおいを与える ○皮ふを保護する ○皮ふの乾燥を防ぐ

※1 バイオPG（ポリグルタミン酸）　※2 GMMモイスト（トレハロース）　※3 モイストキャッチャー（ポリグルタミン酸・酵母エキス）　※4 プラントセルウォーター（月桃・ローズ・ハマメリス・ヘチマ）　※5 CTP（加水分解コラーゲン）

813 814

商品番号 813

医薬部外品

インナップEX　モイスチャークリーム モア MD
（弱酸性）

内容量：30g　　本体価格 5,980円（税込み価格 6,578円）

商品番号 814
インナップEX　モイスチャークリーム モア MD
（弱酸性） ＜レフィル＞

内容量：30g　　本体価格 4,929円（税込み価格 5,421円）
●分類：保湿クリーム
●有効成分：グリチルレチン酸ステアリル・酢酸DL-α-トコフェロール
●共通配合成分：ビタミンE・コラーゲン（魚由来）・エラスチン（魚由来）・ヒアルロン酸・
　角質ケア成分・天然保湿成分・植物性コラーゲン（大豆発酵エキス）・シソエキス
●その他の主な配合成分：海藻エキス・肌保護成分・アミノ酸コンプレックス
●香調：インナップ調（ホワイトフローラル）

ベーシック
タイプ

しっとり
タイプ

肌をまもる力を育む
はぐく

CTP
※
5は肌の弾力と、ハリのある肌を育みます。

はぐく

CTP※5（肌のハリ）

はぐく

肌の弾力を育む

セラミド減少にアプローチしながら水分をしっかり肌に留め、
うるおいを保つ肌へと導きます。

カンゾウ・エクトイン

うるおいを保つ肌を育む
はぐく

CTP
※
5は肌の表面でうるおいをまもり、内側で肌本来のバリア

機能をサポート。肌あれしにくく、すこやかな肌を育みます。
はぐく

CTP※5（肌をまもる）



毎日のお手入れが肌をどんどん育んでいきます。

はぐく

スペシャルケア、ホワイトケアをプラスすることでさらに美しい素肌を育みます。

インナップEX ベーシックケア

スペシャルケア

ホワイトケア

肌 を 育 む お 手 入 れ ス テ ッ プ

スペシャル＆ホワイトケア　使用方法とポイント

S t e p 1 S t e p 2 S t e p 3 S t e p 4

モイスチャーローション MD

モイスチャーローション モア MD

クレンジングクリーム MD

適量（親指の第一関節くらい）をとり
マッサージの要領で顔全体にのばし、
透明になるまで汚れになじませたら
ティッシュオフ。最後に水かぬるま湯
で洗い流します。

クレンジングフォーム MD

水かぬるま湯で顔と手を十分にすすぎ、
適量（小指の第一関節くらい）を
ていねいに泡立て顔全体を包み込む
ように洗います。Tゾーンや鼻のまわり
は丹念に。スキンケアのポイントは
洗顔。汚れや洗い残しがないように
しっかり洗ってすすぎます。

コットン2枚にたっぷり
（約5mL）とり、肌が
ひんやりするまで
パッティング。目や
口もとなどカサつく
部分はより丹念に。

W-1
ホワイトクリーン
ローション

W

W-2
ホワイトピュア
エマルジョン W-3

ホワイトスティック

S トリートメント
エッセンス

S

S トリートメント
エッセンス

スティックを5mmほど出し、
肌の気になる部分に直接
塗ります。

はぐく

はぐく

モイスチャークリーム MD

モイスチャークリーム モア MD

適量はパール1粒大。
肌を包み込むように
やさしくのばし
ましょう。

2～3プッシュ程度を
乾燥しやすい部分
を中心に顔全体に
つけます。メイク前に
使えば化粧のりが
グンとアップ。

W-1
ホワイトクリーン
ローション

洗顔後コットンに
た っ ぷ り 含 ま せ
やさしく拭き取り
ます。

W-2
ホワイトピュア
エマルジョン

2プッシュ分を顔の
中 心 か ら 外 側 へ
なじませます。

W-3
ホワイト
スティック

美容液の後、約 5 ㎜ほど繰り出して
肌の気になる部分に直接塗ります。



天然素材で
使い心地
バツグン！

スペシャルケア 肌を大切にする方のために、プラス。

充実のラインナップ

ホワイトケア 透明感のある肌のために。毎日の暮らしに、プラス。

エックスワン
トリートメントエッセンス
（弱酸性）

 本体価格 10,000円
（税込み価格 11,000円）

商品番号　815

海藻から生まれた「ラミループ（褐藻エキス）」が肌の保水機能をバックアップする保湿美容液です。
肌のコンディションが優れないときや、カサつきが気になるとき、毎日のベーシックなお手入れに
加えてご使用ください。
●分類：美容液　
●内容量：30mL
●主な配合成分：ラミループ（褐藻エキス）・ポリグルタミン酸・サッカロミセスセレビシアエエキス・加水分解エラスチン・
ハマメリス水・ヒアルロン酸Na・マグワ根皮エキス・オウゴン根エキス
●香調：インナップ調（ホワイトフローラル）

インナップ
ホワイトクリーンローション
（弱酸性）

 本体価格 5,710円
（税込み価格 6,281円）

商品番号　927

フルーツ由来の角質クリア成分のはたらきで穏やかに肌表面の
角質の状態を整えるふきとり用化粧水。透明感のある肌に
導きます。保湿化粧水の前に使用することで後から使用する
スキンケアのなじみをよくします。
●分類：化粧水　●内容量：200mL
●主な配合成分：ビタミンC誘導体・天然ビタミンE・アンセルラ・植物エキス
（マグワ根皮エキス・オウゴン根エキス・シャクヤク根エキス・コムギ胚芽エキス・
加水分解コメヌカエキス・加水分解シロガラシ種子エキス）・バイオアナジ・
セラミドX・YOエキス・フルーツコンプレックス
●香調：インナップ調（新ホワイトフローラル）

 インナップEX フェイシャルパフ
（3個組/1個120枚入）

 本体価格 980円
（税込み価格 1,078円）

商品番号　894

長繊維だけを厳選した高品質天然コットン 100％。型崩れしないしっかり素材。特殊加工で
毛羽立たず、使い心地はソフトでしなやか。

インナップ
ホワイトピュアエマルジョン
（弱酸性）

 本体価格 6,600円
（税込み価格 7,260円）

商品番号　928

軽いテクスチャーで肌によくなじむ弱酸性美容液。ビタミンC
誘導体やコエンザイム Q10 などによって、使い続けるうちに
なめらかな肌へと整え、透明感のある美しさを保ちます。

●分類：美容液　●内容量：40mL
●主な配合成分：ビタミンC誘導体・天然ビタミンE・コエンザイムQ10・アンセルラ・
植物エキス（マグワ根皮エキス・オウゴン根エキス・シャクヤク根エキス・
コムギ胚芽エキス・加水分解コメヌカエキス・加水分解シロガラシ種子
エキス）・バイオアナジ・セラミドX
●香調：インナップ調（新ホワイトフローラル）

インナップ
ホワイトスティック

 本体価格 6,080円
（税込み価格 6,688円）

商品番号　926

ビタミンC誘導体を高配合した美容スティック。アロエや
クロレラ、甘草エキスなどの植物エキスも配合し、すこやかな
肌へと整えます。スティックタイプなので、気になる部分に
集中的に塗ることができます。
●分類：美容スティック
●主な配合成分：ビタミンC誘導体・コエンザイムQ10・天然ビタミンE・カンゾウ根
エキス・アンセルラ
●香調：インナップ調（新ホワイトフローラル）

【現金返済保証制度】
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