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“美顔器レス”

小顔エイジング誕生。
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Remy Stem『ヒト幹細胞培養液』はバイオ素材と新薬の研究所が開発した幹細胞培養液抽出成分です。

優れた生理的活性効果を持ち、皮膚老化と損傷を防止し、皮膚組織の再生を促進する高機能性生物素材です。

▍ヒト幹細胞培養液、エクソソーム 01

幹細胞培養液を原料に、約200種類の様々な成長因子や生理活性成分を精製した再生美容成分です



※コスメシューティカル・・・科学的根拠に基づき効果が検証されたスキンケア製品です。

▍バイオアクティブトリプル処方のコスメシューティカル 02

ヒト幹細胞のバージョンアップに成功

ハイブリッドエクソソーム+
ヒト幹細胞培養液、エクソソーム

ヒト幹細胞培養液リポソームとマイクロRNA、HSP等の様々な情報伝達物質を内包するエクソソームを融合し、さらに生ビタミンC（非変性）を配合。

エクソソームは細胞の中で独自のカプセルを作って出てきます。

その表面には、他の細胞のレセプターに結合するリガンドを持っていて、（※細胞にたどり着くため「カギ」のようなもの）行き先を示すものです。

目的とする細胞にたどり着くまで酵素に分解されたり免疫細胞に攻撃されることなくしっかり届きます。

医学や美容分野で盛んに研究されているエクソソームを豊富に含む「ヒト幹細胞培養液

エキス」をはじめ、肌専用に開発されたビタミンCと、線維芽細胞の働きに特化したペ

プチドを配合した革新的成分です。

最先端のバイオサイエンスがもたらす

高機能成分により、肌本来の再生力を呼び醒まします。



肌再生 超高浸透力 高濃度配合 安定性

▍“国際特許”浸透技術を採用 05

最先端テクノロジー

次世代型コスメティックス

『イノベーティブ３Ｄナノテクノロジー®』はドラッグデリバリーシステム（薬物伝達システム）の分野において、

国内トップレベルの研究開発企業 (医薬品や機能性素材開発)で新たに創造された最先端技術 (国際特許出願済)を採用しています。

高濃度に配合した有用成分を、安定的に長時間一定して届けることが可能な経皮送達システムは安全性に優れ、高い浸透力でスピーディな作用、

現実的な肌再生、アンチエイジングが可能になっています。

＋ ＋ ＋



▍イノベーティブ3Dナノテクノロジー® 03

国際特許浸透技術

イノベーティブ3Dナノテクノロジー
パルミチン酸とジペプチドで構成されたヒトに優しいゲル化材です。

従来のミセル構造リポソームが有効成分を包み込んで届けるのに対し、両親媒性の化合物が角層で自己組織化してゲル化することにより、

角質の脂質二重膜に浸透し、また角層の細胞間脂質に馴染むことで、ゲルの中に封入された有効成分の経皮吸収促進が期待できます。

経皮吸収基材としての超分子ゲル構造は、角質層に馴染み、高効率な経

皮吸収の促化が可能で、肌の奥深くまで長時間一定した有効成分濃度が

得られるTDDS(transderm al drug delivery system)の最先端の技術です。

両親媒性超低分子化合物が自己組織化して、球状ではなくファイバー状になり絡み合い、初目構造を形成してゲル化する特殊な基材として

甘酸性が高く、親水性・疎水性両成分を高配合可能で医薬品の浸透技術としても開発されている国際特許技術です。



▍イノベーティブ3Dナノテクノロジー®を製品に採用する主なメリット 04

ナノファイバーが各層でゲル化することで長時間安定

的に有効成分を届けます。

1. 目的とする部位へ確実に届ける

両親媒性のペプチド脂質は肌に安全で敏感肌に対して

も優しく

高い効力を発揮します。

2. 界面活性剤を使用せずに

肌に浸透し安全性が高い

皮膚組織と素早く馴染み有効成分が持つ機能を発揮さ

せます。

3. 効果をスピーディーに実感できる

肌再生 超高浸透力 高濃度配合 安定性＋ ＋ ＋

最先端テクノロジー次世代型コスメティック



▍最先端の解析による増強成分 06

アクティベーターコンプレックス
HADS-ACTIVATOR COMPLEX EXOSOMES

SC-SIGNALINGの配合により約1000倍濃度での採用が可能

幹細胞培養液に含まれる200種類以上のタンパク質の中から、肌細胞に最も働きかける選りすぐりの6種のタンパク質を独自に配合

対ヒト幹細胞

BEST

6

EGF 新しい表皮細胞の成長によるシワの生成抑制と減少、創傷治癒と傷跡を除去。

aFGF コラーゲンとエラスチン合成による皮膚の弾力増加と毛髪成長促進効果。

IGF-1 皮膚の老化を遅らせ細胞の再生による アンチエイジング効果。傷ついた細胞を再生。

KGF-2 角質細胞の成長に刺激を与え、創傷治癒を助ける。

VEGE 血管生成による皮膚、毛嚢等の組織に栄養供給促進。

SOD1 皮膚老化、シワ、色素沈着等の主な要因になる活性酸素を抑制。



▍脂肪溶解成分 08

フォスファチジルコリン
レシチンはフォスファチジルコリンとも呼ばれ、約13%のコリンを含むリン脂質(リンを含む脂質)の一種で、細胞膜の主成分です。

脳神経や神経組織を構成します。レシチンなどのリン脂質が不足すると、細胞膜が正常に働かなくなったり、コレステロールが蓄積することもあります。

また、レシチンの働きは水と油を混ぜ合わせる乳化作用、酸化防止作用、保水作用などがあります。

レシチンは大豆レシチンと卵黄レシチンの2種類があり、大豆レシチンは大豆や大豆製品、卵黄レシチンは卵黄に多く含まれています。

成分
イメージ

小顔効果



▍フランスの機関との共同開発 07

独自複合成分

「植物幹細胞エキス」ミックス原料
高い抗酸化力と肌の保護効果

希少な無農薬薔薇を使用。優雅で上品な香りで美しさを引き出します。



▍特殊電解水「高還元水・高酸化水」を配合 09

超微細なクラスターで作り上げた特殊電解水
マイナスイオン

高還元水
プラスイオン

高酸化水

・たんぱく質・脂質の分解に優れている

・乳化作用があり、界面活性剤を削減

・臭いのもとになるオレイン酸を選択的に乳化させる

・極めて高い肌浸透力と保湿力

・高い殺菌効果を有し感傷性がない

・細胞再生力が高い

1. 超微細なクラスターが角質層に浸透し優れた保湿力！

2. 高還元水が皮膚に悪影響な汚れた皮脂や毛穴を洗浄

3. 抗酸化水が悪玉バクテリアを滅菌、細胞再生力を高める。



• 小顔になりたい
• リフトアップしたい
• シワが気になる
• 目元・ほうれい線が気になる

《フォスファチジルコリン》

塗るだけで小顔＆リフティング効果。

リフティング（たるみ解消）肌の老廃物

を取り除き、脂肪細胞を小さくします

小顔へ導く

▍開発コンセプト 10

『顔の脂肪をとる』特許浸透技術を使用

直接、脂肪細胞へ働きかける
『顔を小さくしたい』『引き上げるリフトアップしたい』という思いをエステサロンという場だけでなく、

セルフで気軽に、持続力、即効性を兼ね備えた効果があるセルフケア商品をお手元に届けたいという思いから実現しました。

こんな方におすすめ

《マトリキシル》

皮膚の再構築と修復のメッセンジャーで

あるマトリカインがコラーゲンやエラスチン

の増殖を高め、しわ・たるみを改善します。

たるみ解消
《エーデルワイスエキス》

ヒアルロン酸

・コラーゲンの産生を促し、

うるおいとハリを与えます。

エイジング



▍再生医療×新世代エイジング 13

たるみ

改善

エイジング

引き上げ

効果

小顔

効果

贅沢な美容成分が

効果を発揮し浸透美肌へ

理想的な

フェイスラインへ

導きます

女性らしい

スッキリとした

お顔立ちに

脂肪溶解で細胞代謝機能

を高める事が可能に

小顔になりながら、上質素肌へ
肌浸透が変わる・・・特別な美容は日常に

エクソソーム配合

世界初、

国際特許浸透技術

を採用



▍安心の成分＆国内生産 12

Active free (不使用成分)

NO fragrance

人工香料

NO colorants

人工着色料

NO ethanol

エタノール

NO fragrance

防腐剤

NO fragrance

石油系界面活性剤

NO fragrance

パラベン



▍使用方法 11

抗シワ効果、小顔効果イメージ
クリームを肌に十分のばしてから行ってください。手のひら全体を額につけ、額を下から上に引っ張り上げるようにマッサージ。

❶顎下から耳下

❷口角から顎の付け根

❸小鼻の横からこめかみに向かって3本ラインをマッサージ。

指全体を使い持ち上げるようにマッサージ。

人差し指と中指の指先を使い、唇の輪郭にそって左右同時にマッサージ。



配合目的 成分 備考

アンチエイジング ヒト幹細胞順化培養液 優れた生理活性効果を持ち、皮膚組織の再生を促進します。

小顔作用 ホスファチジルコリン 細胞膜から栄養を取り入れたり、老廃物を排泄したりする助けをしています。

浸透促進
カプリロイルジペプチド－１７ 優れたコラーゲン合成促進効果と、線維芽細胞増殖効果を発揮します。

パルミトイルジペプチド-18 美容有効成分の、高い浸透効果を実現できます。加えて保湿効果や、ベタつき防止、テカリ抑制効果も期待できます。

脂肪燃焼効果
アラニン 血糖値の低い時に分泌され、グリコーゲンの分解を促進するグルカゴンというホルモンを分泌する作用があります。

プロリン 脂肪を分解しエネルギー源として消費しやすくすることで、内臓脂肪や皮下脂肪を減少させる働きがあります。

抗シワ効果

トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブ
チロイルバリルアミノ酪酸ウレア

ペプチドの一種で、ヒアルロン酸で皮膚を内部から引き締め、皮膚のたるみを改善する働きがあります

パルミトイルオリゴペプチド 肌の真皮まで浸透してコラーゲンやエラスチンを作り出す線維芽細胞を活性化するといわれています。

パルミトイルテトラペプチド－７ 肌の加齢に伴う変化を抑制します。また、優れた皮膚浸透性を持ち、エイジングケア成分としてシワやたるみを改善する効果が期待されます。

抗炎症作用

エーデルワイス花／葉エキス ヨーロッパのアルプス山岳地帯に生息するキク科の植物で、過酷な環境でも自生する強さを持っています。皮膚の炎症を鎮めて、日焼けなどで火照ったお肌を落ち着かせます。

アラントイン 抗炎症作用、組織修復賦活（ふかつ）作用、抗刺激作用の3つの効果があります。

グリチルリチン酸２Ｋ ニキビや大人のニキビの炎症を鎮めるはたらきが期待できます。また、紫外線による炎症のアフターケアにもよい成分です。

植物幹細胞エキス

マツリカ葉細胞エキス 高い抗酸化作用と保湿効果を持ち、紫外線、赤外線、ブルーライトから肌を保護します

ブッシュカンカルスエキス 仏手柑（仏が手を合わせたような形の柑橘類）という名で呼ばれています。酸化ストレスから細胞を守り、細胞が持つエネルギー産生を回復します。

アデニウムオベスム葉細胞エキス 細胞の再生力を強化し、常に皮膚の中の水分量を一定量に保持します。

保湿作用

ペンチレングリコール 乾燥肌対策によって、ターンオーバーやバリア機能を正常化し、肌のキメを整えます。

ＢＧ 植物からエキスを抽出するために用いられます。

ヒマワリ種子油不けん化物 肌の総脂質を変えることなく、セラミドのみを特異的に増やす効果があるとされます。

クダモノトケイソウ果実エキス リンパ機能の低下がもたらすお肌の老化やトラブルの解消をサポートするエイジングケア化粧品成分なのです。

加水分解酵母エキス 皮膚細胞の修復作用や保湿効果などを付与します。

水溶性プロテオグリカン 実験データではヒアルロン酸やコラーゲンの生成を促す効果があります。EGFに似たはたらきもあり、アンチエイジング効果をもたらします。

リシンＨＣｌ 保湿成分として機能があり角質層にあるり、弾力のある皮膚にする機能がある成分です。

グルタミン酸 成長ホルモンの分泌促進、アンモニアの除去、免疫を高めるはたらきがあります。

ロイシン 生体内でたんぱく質の合成に使われたり、エネルギー代謝に重要な成分です。

ヒスチジンＨＣｌ 持続性のある穏やかな水分保持効果があります。

バリン 必須アミノ酸の一つで、水分を保持する効果があります。

トレオニン 必須アミノ酸の一つで、水分を保持する効果があります。

アスパラギン酸Ｎａ 中性アミノ酸のオキシアミノ酸に分類され、分子量が約119ダルトンのとても小さく肌に浸透しやすい成分です。

イソロイシン 体内の水分が体外へ過剰に蒸散していくのを防ぐとともに一定の水分を保持します。

加水分解水添デンプン 高い保湿力があり、乾燥した皮膚の保護作用や肌荒れを防いで健やかな肌を保ちます。

ＰＥＧ／ＰＰＧ／ポリブチレングリコー
ル‐８／５／３グリセリン

保湿効果を持つ油性基剤であることが知られております。

フェニルアラニン 保湿作用があることから主に基礎化粧品に使用され、肌が乾燥することから守る働きをします。

タウリン タウリンは非常に短時間で皮膚浸透しやすく即効性がある保湿剤です。

グリセリン ヒアルロン酸などと合わせることでさらに保湿力を高めます。

保湿、抗菌作用 １，２‐ヘキサンジオール 抗菌力に優れている成分です。

皮膚コンディショ
ニング剤

エチウムプランタギネウム種子油 肌の引締め、コラーゲン生産の促進に期待ができます。

フウセンカズラ花／葉／つるエキス 線維芽細胞を目覚めさせ、コラーゲン・エラスチンを生成ができる状態。

パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチ
ロイルヒドロキシトレオニン

たんぱく質に働きかけ、なめらかな肌触りにします。

アセチルヘキサペプチド‐８ 表情じわの原因となる物質の分泌を抑え、神経細胞の活動を和らげ、表情筋による皮膚のストレスの緩和を働きかける作用があります。

グリシン ハリやツヤのある肌をキープすることができます。

セリン 皮膚、毛髪、爪にたくさんある非必須アミノ酸で、肌の生まれ変わりを促進します。

カプリリルグリコール 皮膚の柔軟化・水分量増加による保湿効果、抗菌・防腐による製品安定化作用があります

香料、皮膚コン
ディショニング剤

ニオイテンジクアオイ油 ゼラニウムの化粧品成分の表示名称です。

▍バッハ RHコンセントレイト 配合成分 全84種類 14



配合目的 成分 備考

乳化剤

ポリソルベート８０ 「O/W型乳化」という作用をもたらし、親水性が高い界面活性剤です。

ステアリン酸グリセリル（ＳＥ） 非イオン界面活性剤で、水に溶けやすい性質を持ちます。

ポリソルベート６０ 非イオン界面活性剤（ノニオン界面活性剤）です。

レシチン ほかの美容成分の浸透性を高めるリポソーム化の材料として使われます。リポソームとは、成分を効果的に肌へ届ける役割を持つカプセルです。

ラウレス‐７ 浸透力や乳化力が強く、酸、アルカリ、加水分解に対して影響を受けにくく、安定性がある。

ポリソルベート20 非常に親水性の高い乳化剤です。

テトラオレイン酸ソルベス‐６０ 高い乳化、可溶化力を発揮します。

ベヘニルアルコール 高級アルコールで、皮膚へのなじみが改良され、肌にみずみずしい感触をもたらします。

乳化安定剤、増粘剤 セチルヒドロキシエチルセルロース 水溶性および保水性であり、粘性を示します。

乳化安定化 ミリスチルアルコール 油性成分と水性成分が安定的に乳化できるようにします。

乳化安定化、感触改良 セタノール 肌ざわりがよくなり、肌の上で伸びやすくなります。

ビタミンC誘導体
ヒアルロン酸アスコルビルプロピル コラーゲン合成促進効果、線維芽細胞増殖効果、抗酸化、美白効果など様々な働きをします。

パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ メラニン色素の形成を抑制し，既成メラニン色素の還元を促進します。

細胞修復 パルミトイルトリペプチド-5 コラーゲン、ヒアルロン酸、ラミニン-5の産生を促進する機能が知られています

エモリエント作用

エチルへキサン酸セチル エモリエント成分の1つとして皮脂膜に近いはたらきをすることで、保湿効果を発揮したり、お肌を柔軟にします

ヘキサ（ヒドロキシステアリン酸／ステアリン酸／ロ
ジン酸）ジペンタエリスリチル

高い保湿性・抱水性を有したツヤ・光沢をもたらします。

パルミチン酸セチル エモリエント効果に加え、クリームの粘度調整やクリームに美しい光沢を与えます。

グリコシルトレハロース 皮膚の水分を保つ効果があります。

グアニル酸２Ｎａ 皮膚の水分を保つ効果があります。

イノシン酸２Ｎａ 皮膚の水分を保つ効果があります。

トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル 薄く広がり、伸びをよくする成分です。

セラミド生産促成 カンゾウ葉エキス 肌のセラミドを作る力を高める作用があります。

血流促進 アルギニン 血管を拡張する働きがあり、血液の流れをよくする作用があります。

皮膜形成剤 ポリグルクロン酸 ポリグルタミン酸とヒアルロン酸は相乗効果により、さらに肌が潤うため、美肌を保つためにはどちらのケアも大切です。

生理活性剤 チロシン 肌機能活性効果を期待され、健やかな肌状態を維持します。

感触改良 ミツロウ 化粧品に柔らかい感触を与えたり、安定させる効果があります。

油性基材 水添ポリイソブテン 油性感の少ないさっぱりした使用感をもちます。

増粘剤 カルボマー 水だけではなくアルコール類や高分子原料などともよく混ざる使い勝手のよい増粘剤です。

着色 カラメル 天然色素として使用されています。

感触改良 オクチルドデカノール 皮膚への感触もよく、肌に塗布した場合はよく伸びます。

抗酸化 酢酸トコフェロール 肌への活性作用、抹消血管拡張作用、血行促進作用があります。

静菌作用 安息香酸Ｎａ 水によく溶け、強い静菌作用があります。

防腐剤 ソルビン酸Ｋ 細菌やカビの発生を抑えるための防腐剤、抗菌剤しての作用がある成分です。

pH調整剤 クエン酸 安全性が高く、生体内のエネルギー代謝においても重要な役割を持ち、細胞の活動を促進する効果もあります。

増粘剤 ラウリルヒドロキシスルタイン 高い増粘性を示し、また各種成分の皮膚刺激を低下、緩和させます。

増粘剤 ポリアクリルアミド 水溶性および保水性であり、粘性を示します。

界面活性剤 水添レシチン リポソームを作ることができ、不安定な成分を内包する働きがあります。またべたつかず、しっとりとした使用感があります。

粘度調整剤 塩化Mg べたつきのない高い保湿効果があります。

感触改良 シクロペンタシロキサン 軽い皮膜をつくり、滑らかなテクスチャーをつくります。

基材 ステアリン酸 薄く広がり、伸びをよくする成分です。

基材 水
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脱毛・フェイシャル・痩身・ハイフ・リラク・腸活・歯のホワイト
ニング・美容商材・機器の販売。その他、エステティシャン育成に
おける提携事業～トータルサポートなど行っております。

〒272-0023 千葉県市川市南八幡5-3-21

TEL:047-318-9185

総代理店 BUHTI esthe salon 

ASHUE Nail＆Eyelash

・東京都葛飾区 ASHUE Nail&Eyelash

・千葉県市川市 ciel-blue Esthe salon

・神奈川県川崎市 IGUH Eyelash Salon

公式ホームQR

▍監修サロンについて 21

CONCEPT SALON 

独自オーダーメイドの内装空間と高性能美容機器を備えた
トータルビューティーを追求

【エステ事業/運営】

Nail～Eyelashを通じて魅せる女性へ、歯のホワイトニング・美容商材
の販売～起業サポートなど行っております。

【ネイル・アイラッシュ事業/運営】

正規代理店



会社名

本社所在地

TEL

Email

代表者

資本金

事業内容

設立日

▍会社概要 22

企業理念

原点に向き合い、創意工夫を重ね、きめ細かなビューティー提案で

新たな独自性を生み出し、私たちは“選ばれる”を信念に努力し続けます

Gabi beauty (美容事業）

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-46-1-2F

03-5876-9274

adi.52@outlook.jp

菅原 亮

2,000万円

化粧品の企画・製造・販売・卸・サロン運営・

導入支援・サポート事業

2011年10月1日

自社OEM事業

実店舗による運営を軸に顧客様のニーズに向き合い、

確かな商品づくりに研究を重ね、提携サロンやプロの

インストラクター監修のもと様々な知識や技術を集約

し、美容成分の追求にはじまり、安全・安心を叶え、

品質・効果・価格に満足していただく商品提案を実現

させます。



国際特許浸透技術｜ヒト幹細胞×エクソソーム配合

幹細胞コスメの最高峰。これまでにない瞬時に変わる

リフトアップ×小顔クリーム『バッハ』誕生

BACH
+LIFT CREAM


