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万 国 共 通 の「 美 」とは 、

色 むら の ない 、透 明美肌 。

文化が違えば考え方も様々ですが、万国共通の美の基準として、

揺るがない要素が存在します。それは、肌の色、人種に関わらず

「肌の色合いに、むらがない」こと。

輝きがあり、色むらのない明るい肌は、誰が見ても「美しい」といえるのです。

p1 p2

私 たち の 肌 は 日 々ストレ ス に 晒されています。

色 むらの 原 因 は 肌 環 境 によるストレ ス に 起 因します。

乾燥
ブルーライト
人工光

メラニン生成メラニン生成

バリア機能ダウンバリア機能ダウン

角化エラー角化エラー

コラーゲンに
ダメージ

コラーゲンに
ダメージ

細菌
アレルゲン

大気汚染

主な色むらの「肌環境ストレス」要因

様々な要因により、
乾燥・刺激感・色むら・疲れ顔・ニキビ・老化を引き起こす

紫外線 炎症活性酸素

コラーゲンやエラスチン繊維をつくる繊維芽細胞がダメージを受けることに

より、ハリや弾力が低下。それだけでなく、紫外線を浴びることにより、活性

酸素が発生。炎症を起こすことが原因で、色むらが発生します。

活性酸素

炎症

刺激として感知

紫外線を浴びると、
表皮細胞（ケラチノサイト）
からメラノサイトにメラニンを
つくるように指令が出ます。

Process 1

メラニンがケラチノサイトに
転送され、ターンオーバーの
流れに乗り、最終的に体外に
排出されます。

Process 3

指令を受けたメラノサイト
では、チロシナーゼが
活性化しシミの根源である
メラニンが生成されます。

Process 2

メラノサイト

チロシン メラニン

結合!

チロシナーゼ
（酸化酵素）

メラニンは表皮層の一番下のメラノサイトでつくられ、ターンオーバーによって角質層まで押し上げられます。

ターンオーバーの乱れやメラノサイトの活性化によって、メラニンが排出されずに、色むらやくすみが現れます。

メラニンを早く排出

黒色メラニンを
減らす・薄くする

指令を止める

メラニン生成抑制・
チロシナーゼのはたらきを抑制・

生成阻害

紫外線
赤外線

すべての過程にアプローチすることで、

肌のツヤ・輝き・透明感を総合的にケアすることができます。

色むらができるメカニズムと色むらのケア
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自 分「 至 上 最 高 峰 」の

　 　 ハリの あ る透 明 美 肌 へ 。
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＊1 年齢に応じたケア　※１ ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）

健康な肌に美肌成分を浸透

攻めの

エイジングケア＊1で

至上最高峰の

美肌へ

●ヒト幹細胞培養液※１をはじめとした成分による総合エイジングケア＊1

●色むら生成の原因や過程に着目した多面的で効果的な肌トーンアップケア
●赤ちゃんのような肌を取り戻し、気になるラインを目立たなくするハリ・弾力ケア

ストレスに立ち向かう肌をつくる

守りの

エイジングケア＊1で

肌チカラを UP

●紫外線、活性酸素、たんぱく質の劣化など、色むらの原因に対するダメージケア
●ストレスからのダメージによる老廃物をため込まない肌サイクルケア
●PM2 .5、大気汚染など、環境ストレスによる肌ダメージのポリューションケア
●肌記憶に着目した自己ダメージケア

自分「至上最高峰」のハリのある透明美肌へ。

エイジングケア＊1を超えた

“タイムコントロールケア”を実現。

最先端の技術と根拠に基づき開発された贅沢な美容液

ヒト幹細胞培養液※１を10％増量（当社従来品に対して）し、

より実感できるトータルエイジングケア＊1を叶えます。

さらに、多面的に効果が現れるように考え抜いた肌トーンアップケアと、

ハリ・弾力ケアを付加し、３つの「攻めのエイジングケア＊1」として設計しました。

攻めのエイジングケア＊1を効果的に実現するためには、

日々ストレスに晒されている肌を健康な状態に底上げすることが不可欠。

そこで、肌あれなどのダメージケア、環境ストレスケア、

肌記憶ダメージに着目したケアを「守りのエイジングケア＊1」とし、

「攻め」と「守り」をバランスよく設計することで、今までにない肌実感を実現します。
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年齢肌の原因に挑む、

全方位型エイジングケア
＊1

全方位型エイジングケア＊1

ツヤ・輝き、透明感、ハリ、弾力、キメ・なめらか、健康感、

うるおい力のすべてにアプローチし、

先進のスキンケアサイエンスが見出した

トータルエイジングケア＊1成分。

浸透しにくい成分をナノリポソーム化して奥＊2まで送り届け、

長時間、そのパワーを発揮します。

ヒト幹細胞培養液 ※１

幹細胞を培養する時に分泌される分泌液には、多くのグロスファクター（成長促進因子）が含まれます。ヒアルロン酸、コラー

ゲン、エラスチンをパワーアップさせるといわれ、エイジングケア＊1をサポートするさまざまな効果が確認されています。

10%増量（当社比）し、攻めのエイジングケア＊1をパワーアップ。肌に若々しさをもたらします。

トータルエイジングケア＊1

プロリフィル F 4 ※2

コラーゲンタンパク質を構成する高浸透の低分子ペプチド成分が年齢が気になる肌にしっかり吸収されて、コラーゲンを
サポート。年齢とともにハリ・弾力が失われがちな肌に若々しさをもたらします。

ビタ - H A 4 0 0 ※ 3

低分子ヒアルロン酸が肌表面の凹凸を埋めながらうるおいを保ち、ビタミンC誘導体が肌の奥＊2にまでしっかり浸透。くすみ＊3

をケアしながら、肌にうるおいやハリ・つやを与えます。

＊2角質層まで ＊3古い角質や汚れ　※2 カプリロイルジペプチド -17（保湿成分） ※3ヒアルロン酸アスコルビルプロピル（保湿成分）

出典元：アンチエイジング㈱

■ 3つの高機 能成分を高 浸透 の
　リポソーム カプセルに包含。

リポソーム

ヒト幹細胞
培養液※1

※3

ビタ-HA400
※2

プロリフィルF4
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色むらの原因と戦い、印象をトーンアップ

色むらやくすみ＊3ができるまでの原因と全過程に、

多面的、効果的にアプローチする成分をセレクト。

色むらを全方位でケアし、肌本来が持つ透明感を呼び戻します。

ブライトニル（BRIGHTENYL®）※4

皮ふの微生物（常在菌）に着目し、そのはたらきを利用して、肌トーンを整える全方位型肌トーンアップ成分です。肌の色むら

を引き起こす7要因にはたらきかけ、光ダメージ、肌トーンのむら、サビ、明るさ、赤み、茶ぐすみ＊3をケア。明るくむらのな
い肌色に整える注目の成分です。

ツヤ・輝き

In-cosmetics Barcelona 2015 金賞 デトキシホワイト※9

コショソウの新芽に含まれる成分が、くすみ＊3にWアプローチ。くすみ＊3のでき始めをケアし、できてしまった黄ぐすみ＊3も
バラバラにして明るい肌色をもたらします。

アンビューティエキス※10

マダガスカル産アンビューティから抽出した植物成分。気になるラインをケアし、ハリ肌へ導き、黄ぐすみ＊3にもアプローチ
します。

※4ジグルコシル没食子酸（コンディショニング成分） ※5オリゴペプチド -34（保湿成分） ※6ヘキサペプチド -33（保湿成分） ※7 ３－Ｏ－エチルアスコルビン酸（コンディショニング成分） 
※8 α- アルブチン（コンディショニング成分） ※9 コショウソウ芽エキス（コンディショニング成分） ※10 ベルノニアアペンジクラタ葉エキス（皮膚保護成分） ※11 ビブリオアルギノリチク
ス培養液（皮膚保護成分） ※12フラーレン（コンディショニング成分） ※13ザクロエキス、ザクロ果汁（コンディショニング成分） ※14 クロレラエキス（コンディショニング成分）

透明感

その他ツヤ・輝きケア成分 :ビタ -HA400※3

TGP2 ※5

サイトカイン TGF-βに類似する浸透性・持続性に優れたマルチ美肌ペプチド成分。肌にハリや弾力を与えながら黒ずみや肌

ダメージの根本にアプローチします。

W3 ペプチド※6

輝くようなみずみずしさ、弾むようなハリ、透明感を肌に与えます。

VC エチル※7

スポッツブロックとくすみ＊3ブロックのWブロックでツヤ・輝きにあふれる肌へ。

α- アルブチン※8

ハイドロキノンのグルコース配糖体で、くすみ＊3に直接アタック。色むらをケアし、肌に透明感をもたらします。

その他健康感ケア成分：フラーレン※12、イノポン※13、ダーマクロレラ※14

EXO - T ※11

天然バリア成分で肌をすこやかに保ち、ターンオーバーにはたらきかけます。

攻めのエイジングケア＊1

BRIGHTENYL®はInduchem社の登録商標です。
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その他健康感ケア成分：フラーレン※12、イノポン※13、ダーマクロレラ※14

EXO - T ※11

天然バリア成分で肌をすこやかに保ち、ターンオーバーにはたらきかけます。

攻めのエイジングケア＊1

BRIGHTENYL®はInduchem社の登録商標です。
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若々しいハリ・弾力感を引き出す

肌のハリや弾力をサポートする成分をプラスして、ハリ実感がさらにアップ。

ラインやたるみが気になる年齢肌も、ひきしまったハリ・弾力感のある若々しい肌へ。

ロナケアASC -Ⅲ ※19

肌の弾力に関与する、やわらかいⅢ型コラーゲン（ベビーコラーゲン）を選択してサポート。厚みのある弾力を生み出します。

その他弾力ケア成分：ネオダーミル  ※20、ダームコム  ※21、プロテオグリカンIPC  ※22、マトリキシル  ※23、フィトポリアミン -S  ※24

ハリ

弾力

アルジレロックス※26

表情ラインケアのボトックスに着目して開発された進化系美容成分です。なめらかでキメの整った肌へと導きます。

その他キメ・なめらかケア成分：Ｗ３ペプチド※6

エルヒビン PF ※25

肌のハリ・弾力を支える弾性線維（エラスチン）の劣化に大きく関与するエラスターゼに着目。紫外線などのダメージから

エラスチンを保護します。

キメ・なめらか

肌ヂカラを上げる、ストレスからの肌ダメージケア

過酷な肌環境でストレスを抱え、ダメージを受けた肌をケアしなければ、

どんな先進成分も力を発揮できません。

肌ヂカラをアップして、「攻めのエイジングケア＊1」を叶える肌に整えます。

アクアタイド※27

守る、ケアする、維持する、の３ステップによるストレスからの肌ダメージケア成分。３原料（レスベラトロール、リジン、ＰＣＡ）
をヒントに開発されたバイオミメティック次世代ペプチドで、肌ダメージを迅速にケアする「肌サイクル」効果を発揮します。

ヘテロサイド※28

ツボクサ由来サポニンが紫外線などの環境ストレスによる肌あれを多角的にケア。肌トラブルの始めにはたらきかけて、
高い肌あれケアを発揮。

健康感

ノブヒアル（NovHyal®）※32

「ニードルフリー（針を使わない）ヒアルロン酸注射」といわれるほど、肌のヒアルロン酸をパワーアップさせる美容成分。肌の
奥＊2からうるおいで満たします。

その他うるおい力ケア成分 :ビタ -HA400※3、セラミドコンプレックス※33、アルガンオイル※34、アクアカクティーン※35、アルプス氷河水※36、ローマカ
ミツレエキス※37、アロエエキス※38、リピジュア※39

うるおい力

EXO - P ※29

モーレア島の石由来の天然バリア成分が、UVや PM2.5、環境ストレスによる過酸化脂質をケアしてダメージ肌を保護。肌あ
れや赤ぐすみ＊3をケアします。

その他健康感ケア成分：カルチャーＢＢ※31

リジェネシー※30

肌記憶ケアを助け、エイジングケア＊1効果を発揮。角質をケアして保湿を高め、気になるラインやハリ・弾力をケアします。

In-cosmetics Asia 2016 金賞

In-cosmetics Asia 2015 金賞

※15 ヒドロキシプロピルメチルセルロース（被膜形成剤）、プルラン（保湿成分）、ポルフィリジウムクルエンタムエキス（保湿成分） ※16 トリフルオロアセチルトリペプチド -2（保湿成分） ※17 
オルニチン（保湿成分） ※18 アーモンドエキス（コンディショニング成分） ※19 ジパルミトイルヒドロキシプロリン（コンディショニング成分） ※20 （リシン /プロリン）銅、メチルグルコシド
リン酸（コンディショニング成分） ※21 クロクスクリサンツス根エキス（保湿成分） ※22 水溶性プロテオグリカン（コンディショニング成分） ※23 パルミトイルペンタペプチド -4（コンディ
ショニング成分） ※24 ダイズ芽エキス（コンディショニング成分） ※25 ダイズタンパク（コンディショニング成分） ※26 アセチルヘキサペプチド -8（保湿成分）、ペンタペプチド -18（保湿成

分） ※27 ヘキサカルボキシメチルジペプチド -12（保湿成分） ※28 ツボクサ葉エキス（コンディショニング成分） ※29 アルテロモナス発酵エキス（コンディショニング成分） ※30 サッカリ
ナロンギクルリスエキス（保湿成分） ※31 ビフィズス菌培養溶解質（コンディショニング成分） ※32 アセチルグルコサミンリン酸2Na（皮膚保護成分） ※33 セラミドNP、セラミドAP、セラ
ミドEOP、セラミドＮＧ（コンディショニング成分） ※34 アルガニアスピノサ核油（コンディショニング成分） ※35 オプンチアフィクスインジカ茎エキス（コンディショニング成分） ※36 水（氷
河水）（保湿成分） ※37 ローマカミツレ花エキス（コンディショニング成分）※38 アロエベラ葉エキス（保湿剤） ※39 ポリクオタニウム -51（被膜形成剤）

リフトニン - エクスプレス ※15

可食性成分や藻類由来の成分がフェイスラインを物理的に素早くひきしめて、ハリ・弾力に満ちた肌を長くキープします。

プロジェライン※16

肌弾力を支えるコラーゲンやエラスチンにアプローチ。跳ね返すようなハリをキープしてたるみのないひきしまった肌を保ちます。

その他ハリケア成分：プロリフィル  F4  ※2、アディポフィリン※17、ポリリフト※18

In-cosmetics global 2012 金賞

攻めのエイジングケア＊1 守りのエイジングケア＊1

NovHyal®はInduchem社の登録商標です。
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プロケア  
リバーサーセラムW 化粧水 クリームなど

自 分「 至 上 最 高 峰 」の ハリの あ る透 明 美 肌 へ 。

プロケア リバーサーセラム W

本体価格￥15,700　
商品番号 790

6種類の天然精油をブレンドしました。（ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、ベルガモット油、フランキンセン
ス油※40、オレンジ油、ローズマリー油）

使い方
朝晩の洗顔後、1回2～3プッシュを肌になじませるように顔全体にのばします。特に気になるラインには
重ねてお使いください。

※40ニュウコウジュ油（着香剤）

朝と夜 のスキン ケアにプラスしてご利 用ください。

ダ ブ ル

本体価格￥44,200
商品番号 791

本体価格￥60,000
商品番号 793

香調：ダマスクローズ系の香り

お手入れステップ

クレンジング・
洗顔

使用方法

（10ｍL×1本入） （10ｍL×3本入） （20ｍL×2本入）
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ダブリュー



Procare
Reverser Serum W

WHITX

ヒト幹細胞培養液※1配合美容液

h4 h1


