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報道関係各位 

 

先進の技術を美容分野に応用したヒト幹細胞培養液※1を 10％増量（従来品比） 

エイジングケア※2にアプローチするセルリカバークリームＷ（ダブリュー）を新発売 

 

化粧品・健康商品の開発・製造・販売を行う株式会社 エックスワン（本社：東京都港区 代表

取締役社長：齊藤 勝久）は、先進の技術を応用したヒト幹細胞培養液※1 配合の美容クリーム、

XLUXES(エックスリュークス) セルリカバークリームをさらに進化させた、「XLUXES(エックスリュー

クス) セルリカバークリームＷ（ダブリュー）」（１品目１品種、税抜 28,570円）を 11月１日よ

り直営店舗及び当社直販サイトや他ＥＣサイト等で販売します。 

 

 

《発売背景と商品特長》 

自分にとって「至上最高峰」のハリのある明るい美肌へ。エイジングケア※2 を超えた“タイムコン

トロールケア”を叶える美容クリームというコンセプトのもと、従来品よりヒト幹細胞培養液※1 を

10％増量し、さらに国際美容業界イベントにおいて受賞した肌本来の美しくなろうとする力を

呼び覚ます数多くの美容成分を惜しみなく配合。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、肌構造に着目した内側からのハリ・弾力ケアをパワーアップ。ビルドアップ型美

容成分エラピラー（Elapiller）※18 により肌を支える柱状構造の土台に着目したゆるみケアや、

肌の層全てにアプローチしたマルチレイヤー型ラインケアを採用しています。 

 

「エックスリュークス 

セルリカバークリームＷ 
（ダブリュー）」 



これらの「攻めのエイジングケア※2」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的に底上げすること

が不可欠です｡そこで、紫外線や活性酸素による肌ダメージケ

ア、環境ストレス (PM2.5による大気汚染など) 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※2｣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｡ 

 

肌構造に着目した、ハイパフォーマンスなエイジングケア※2を実現する「XLUXES(エックスリュ

ークス) セルリカバークリームＷ（ダブリュー）」は、先進の技術と根拠に基づき開発された新世

代の高機能美容クリームです。 

 

 

先進の美容成分 

トータルエイジングケア※2 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。 

ヒト幹細胞培養液※1 

幹細胞を培養するときに分泌される分泌液には、多くのグロースファクター（成長促進因子）

が含まれます。ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンのはたらきをパワーアップさせると

いわれ、エイジングケア※2をサポートする様々な効果が確認されています。 

プロリフィルＦ４※4 

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‐ＨＡ４００※5 

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※6にまでしっかり浸透。くすみ※7をケアしながら、肌にうるおいやハリ・ツヤを与えます。 

 

攻めのエイジングケア※2 

≪ツヤ・輝き≫ 

ブライトニル（BRIGHTENYL®）※8 in-cosmetics Barcelona 2015金賞 

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※7 をケア。明るくむらのない肌色に整える注目の

成分です。 

・その他のツヤ輝きケア成分／ＴＧＰ２※9、α‐アルブチン※10、ＶＣエチル※11 

 



≪透明感≫ 

デトキシホワイト※12 

コショウソウの新芽に含まれる成分が、くすみ※7にＷアプローチ。くすみ※7のでき始めをケ

アし、できてしまった黄ぐすみ※7もバラバラにして明るい肌色をもたらします。 

・その他の透明感ケア成分／フラーレン※13、イノポン※14、アンビューティエキス※15、ダー

マクロレラ※16、ＥＸＯ‐Ｔ※17 

 

≪ハリ（肌構造的ビルドアップケア）≫ 

エラピラー（Elapiller）※18 

アスパラガスエキスの新芽に含まれる成分が、（顔の）肌形状を支える土台（柱状構造）には

たらきかけて、肌構造的にビルドアップ。ハリのある肌に導きます。 

 

≪弾力≫ 

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。 

ネオダーミル※20 in-cosmetics EU2013金賞 

肌のハリ・弾力のもととなるコラーゲンとエラスチンのはたらきを根本からサポートして、

指をはね返すようなハリ・弾力感のある肌へ。さらに、他の美容成分も肌の奥※6 までしっか

り浸透させます。 

ダームコム※21 in-cosmetics Barcelona 2012銀賞 

表皮と真皮を繋ぐ成長因子である「ＣＴＧＦ（Connective Tissue Growth Factor）」の生成

を助け、コラーゲンとエラスチンをサポートします。 

パッショライン（PASSIOLINE）※22 in-cosmetics Global2017金賞  

NYSCC 2017 Sustainability*1賞 

パッションフルーツオイル由来。肌全体のリペアを助け、肌の三大成分（コラーゲン、エラ

スチン、線維芽細胞）をサポートして、年齢肌の構築をサポートします。 

・その他の弾力ケア成分／加水分解コラーゲン（とらふぐコラーゲン）※23、プロテオグリカン※24、

マトリキシル※25 

 

≪キメ・なめらか（ラインケア）≫ 

ロナケア サイクロペプチド‐５※26 in-cosmetics Barcelona 2012金賞  

真皮表皮結合部（DEJ）の機能に着目した環状ペプチドで、コラーゲンやラミニンなどのタン

パクをサポートし、気になるラインにアプローチして肌をなめらかにします。 

ガチュリン リンキンリフト（Gatuline Link n Lift）※27 in-cosmetics Global2017銀賞 

目元周りの真皮表皮結合部（DEJ）に着目｡目元周り（目じり・目の下）やミッドチークライ



ン（目の下の八の字ライン）が気になる方へ、短期間で効果的にアプローチします。 

目元周りをなめらかに、生き生きとした表情へ。 

・その他のキメ・なめらか成分／パルミチン酸レチノール※28、エルヒビンＰＦ※29、アルジレ

ロックス※30、ＳＷＴ‐７（in-cosmetics Barcelona 2015 銀賞）※31、アイデリン※32 

 

守りのエイジングケア※2 

≪健康感≫ 

アクアタイド※33 in-cosmetics Asia2016金賞 

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。 

 

エフェメール（EPHEMER）※34 in-cosmetics 2016 Green Award*2 金賞 

世界初の海藻培養技術を用いたワカメ配偶体エキスを配合し、酸化の影響を受けやすいミト

コンドリアに着目。肌ダメージを保護ケアし、肌本来の力をサポートします。即効性と持続

性を持ち、長期的エイジングケア※2を叶えます。 

・その他の健康感ケア成分／ヘテロサイド※35、スノーアルゲパウダー※36、キハダ樹皮エキス※37、Ｗ３

ペプチド※38、ポリグルタミン酸※39、ＥＸＯ‐Ｐ（in-cosmetics Asia2015金賞）※40、ジュベ

レベン※41、エピジェノミル※42 

 

≪うるおい力≫ 

ノブヒアル※43 

「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※6からうるおいで満たします。 

・その他のうるおい力成分／アルプス氷河水※44、フランスラベンダーエキス※45、オウゴン根

エキス※46、バイオアンテージ※47、セラミドミックス※48、アルガンオイル※49、リピジュア※50、

フィトステロールズ※51 

 

*１ NYSCC Sustainability賞とは 

NYSCCとは、NEW YORK Society of Cosmetic Chemistsの略。NYS Sustainable Corp.によって、環境、

社会、経済的に持続性がある事を認められたものに与えられる。パッショライン（PASSIOLINE）※22 は、

原料メーカーにより自然環境に配慮した責任ある調達が評価され 2017年受賞しました。 

【自然環境に配慮した責任ある調達とは】 

 1）完全トレーサビリティ 2）従来は廃棄されていた副産物を利用 3）環境保全型の栽培方法 

を実施 4）原材料のまま運送するのに比べオイルで海上輸送するため環境負荷を低減 

 



*２ in-cosmetics Green Awardとは 

エコで環境に優しい原料に対して贈られる賞。国際美容業界イベントである in-cosmetics では、

従来イノベーションアワードを開催していますが、近年、有効性ではなく環境に配慮していると

いう点から評価した「Green Award」を設けています。エフェメール（EPHEMER）※34は、室内環境

で半永久的に成分を培養可能であり、環境に負荷をかけることなくエキスを抽出できるという点

において評価され、2016年受賞しました。 

 
※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分） ※2 年齢に応じたケア ※3 ニュウコウジュ油（着香剤） ※4 カプリロイルジペプチド‐１７（保湿成

分） ※5 ヒアルロン酸アスコルビルプロピル（保湿成分） ※6 角質層まで ※7 古い角質や汚れ ※8 ジグルコシル没食子酸（コンディショニング

成分） ※9 オリゴペプチド‐３４（保湿成分） ※10 α‐アルブチン（コンディショニング成分） ※11 ３‐Ｏ‐エチルアスコルビン酸（コンディショニング成

分） ※12 コショウソウ芽エキス（コンディショニング成分） ※13 フラーレン（コンディショニング成分） ※14 ザクロエキス、ザクロ果汁（コンディショ

ニング成分） ※15 ベルノニアアペンジクラタ葉エキス（皮膚保護成分） ※16 クロレラエキス（コンディショニング成分） ※17 ビブリオアルギノリチ

クス培養液（皮膚保護成分） ※18 アスパラガスエキス（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 クダモノトケイ

ソウ種子油（エモリエント成分） ※23 水溶性コラーゲン（保湿成分） ※24 水溶性プロテオグリカン（コンディショニング成分） ※25 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） ※26 エクトイン（エモリエント成分）、シクロテトラペプチド‐２４アミノシクロヘキサンカルボン酸（コンディショ

ニング成分） ※27 マロニエ花エキス（コンディショニング成分） ※28 パルミチン酸レチノール（コンディショニング成分） ※29 ダイズタンパク（コン

ディショニング成分） ※30 アセチルヘキサペプチド‐８、ペンタペプチド‐１８（保湿成分） ※31 チレッタセンブリエキス（保湿成分） ※32 プランクト

ンエキス（コンディショニング成分） ※33 ヘキサカルボキシメチルジペプチド‐１２（保湿成分） ※34 ワカメエキス（コンディショニング成分） ※35 ツ

ボクサ葉エキス（コンディショニング成分） ※36 クラミドモナスエキス（コンディショニング成分） ※37 キハダ樹皮エキス（コンディショニング成分） 

※38 ヘキサペプチド‐３３（保湿成分） ※39 ポリグルタミン酸（コンディショニング成分） ※40 アルテロモナス発酵エキス（コンディショニング成分） 

※41 アセチルヘキサペプチド‐５１アミド（コンディショニング成分） ※42 トウキンセンカ花エキス（保湿成分） ※43 アセチルグルコサミンリン酸２Ｎ

ａ（皮膚保護成分） ※44 水（氷河水）（保湿成分） ※45 フランスラベンダーエキス（コンディショニング成分） ※46 オウゴン根エキス（保湿成分） 

※47 クロレラエキス、クズ根エキス、アロエベラ葉エキス（コンディショニング成分） ※48 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） ※49 アルガニアスピノサ核油（エモリエント成分） ※50 ポリクオタニウム‐５１（保湿成分） ※51 フィトステロールズ（コンディショニ

ング成分） 

商品概要 

＜11／１（木）AM9:30*発売＞ 

XLUXES（エックスリュークス）セルリカバークリームＷ（ダブリュー）（スパチュラ付） 

ヒト幹細胞培養液※1配合のエイジングケア※2美容クリーム 

 

内容量/価格：50g/￥28,570（税込価格 ￥30,855） 

香調：ダマスクローズ系の香り 

上質な天然精油をブレンドし、高貴な香りに仕上げ 

ました。朝・夕のスキンケアタイムを優雅に彩ります。 

（ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、 

ベルガモット果実油、フランキンセンス油※3、オレンジ

油、ローズマリー葉油） 

使用方法：朝・晩の洗顔後、化粧水などで肌を整えた後、パール粒大をとり、顔全体に 

のばしてください。 

お手入れステップ：クレンジング・洗願→美容液(プロケア リバーサーセラムＷ)→化粧水 

(モイストリジュビネイターＷ)→セルリカバークリームＷ 

*電話, 専用サイトでの発売時間。 その他店舗においては、各店舗の営業時間等に準じます。 



■販売方法： 

専用サイト    https://xluxes.jp/ 

 

直営店 

「エックスリュークス銀座」  https://www.x-one.co.jp/xluxes/ginza.html 

「エックスリュークス青山」     https://www.x-one.co.jp/xluxes/aoyama.html 

 

井田両国堂直営店   http://www.makeupsolution.jp/shop/ 

「メイクアップソリューション 博多店」       （福岡県福岡市博多区博多駅中央街 1-1，博多阪急８階） 

 

 

ワンズマート楽天市場店      https://www.rakuten.co.jp/onesmart/ 

ECカレント アマゾン店     https://www.amazon.co.jp/ec-current 

 

■お客様からのお問い合わせ先： お客様相談室 0120-039-198  

（受付時間 平日 9：00～18：00） 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社 エックスワン 広報担当：菅 TEL:03-6891-8106 e-mail：suga@x-one.co.jp 
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