作成日：2022年6月16日
株式会社GSIクレオス 香
粧品部営業課

COSMOS認証取得原料リスト

Abeis Labs(スロベニア）
商品名

特徴
表示名称
ヨーロッパモミ木エキス、マルトデキストリン 豊かな生命力を宿しているヨーロッパモミの木は、高山
の極寒地域でも一年を通して葉が枯れないことから「永
遠に枯れない命」と象徴されている。
70％ポリフェノール類で構成され、現在までに36種類の
有効成分を特定(40%がリグナン類)。強力な抗酸化活性
を示し、抗シワ、美白、保湿改善作用がある。

LIGNANGENOL™
(リグナンジェノール)

性状

キャリーオーバー

主な用途

水に分散
(粉体)

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア
ヘアケア

水溶性
(粉体)

なし

スキンケア

水溶性
(粉体)

なし

スキンケア

油溶性

なし

スキンケア

部外品

ALGAKTIV(スペイン）
ALGAKTIV BioSKN
(アルガクティブ バイオスキン)

ALGAKTIV GenoFix Day
(アルガクティブ ジェノフィックス デイ)

ALGAKTIV UpLift 10x
(アルガクティブ アップリフト テンエックス)

ALGAKTIV 禅
(アルガクティブ ゼン)

クロレラエキス、プロパンジオール、水、乳
酸

クロレラを培養し、細胞壁から善玉菌を増やすエサ(プレ
バイオティクス成分)を抽出。皮膚常在菌のバランス調
整効果と、肌修復効果により、2 週間で赤み、テカりの
なり美しい肌に。

スピルリナマキシマエキス、スクロース、レ スピルリナに含まれる光修復酵素「フォトリアーゼCPD」
と抗酸化物質「フィコシアニン」をリポゾーム化した原料。
シチン
赤外線などの光の持つエネルギーによって活性化し瞬
時に細胞DNA修復を行う。短期間でのシミ、シワを改善
する。

ヘマトコッカスプルビアリスエキス、マルトデ 北極水から採取された緑藻類の細胞壁を廃棄すること
なく、アップサイクルすることで生まれたサスティナブル
キストリン、水
原料。加齢やストレスで乱れがちなECM（細胞外マト
リックス）バランスを調整し、ハリ・シワ・妊娠線を改善。

プランクトンエキス、ヒマワリ種子油、トコ
フェロール

ピレネー山脈の湖で採取したマイクロアルゲ(微細藻類)
を培養し、独自技術によりオイル有効成分を抽出。スト
レスホルモン「コルチゾール」による肌⽼化を抑制。2週
間でクマ、目尻のシワを改善。

BiotechMarine(フランス）
Antileukine6
（アンチロイキン6）
Blue Seakale SC
(ブルーシーケールSC)
BLUE SEAKALE HC
(ブルーシーケールHC)
Celtosome Eryngium Maritimum
（ｾﾙﾛｿﾞｰﾑｽﾞｴﾘﾝｼﾞｳﾑﾏﾘﾁﾏﾑ）
Celtosome Crithmum Maritimum
（ｾﾙﾄｿｰﾑ ｸﾘｽﾏﾑ ﾏﾘﾁﾏﾑ）
HYDRACHRYSUM
（ハイドラクリスム）
Codiavelane BGPF
（コディアヴァラン BGPF)

ラミナリアオクロロイカエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

太陽光防御機能を持った脂質フラクション。
サンケア剤、しわ防止剤。

油溶性

なし

スキンケア

ハマナエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

マリンキャベッジと呼ばれる海浜植物由来の油溶性
エキス。老化防止、コラーゲンの合成促進と保護。

油溶性

なし

スキンケア

ハマナ葉エキス、水、BG

「マリンキャベッジ」と呼ばれる植物由来で、アミノ酸
（特にプロリンが豊富）、フラボノイド、ルチン等を含
有。毛髪の退色防止、熱や乾燥から毛髪を保護。

水溶性

なし

ヘアケア

水に分散
(粉体)

なし

スキンケア

水に分散
(粉体)

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア

世界初の海藻細胞培養技術「CELEBRITY 」によ
り、他の海藻に付着して生存する希少な着生海藻を
エキス化。汚染物質による過剰な皮脂産生を抑制す
る。

水溶性

なし

スキンケア
ヘアケア

ワカメエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

CELEBRITY（セレブリティ）技術を用いて開発された、
培養海藻配偶体エキス。強力な抗酸化効果。ミトコン
ドリアの保護作用。

油溶性

なし

スキンケア

海塩

ミネラルに富んだフランス・ブルターニュ地方の海水
を濃縮した微粒子海塩。

水溶性
(粉体)

なし

スキンケア
ヘアケア

エリンギウムマリチムムカルス培養液

クリスマムマリチマムカルス培養液

海浜植物の幹細胞そのものをフリーズドライにより原
料化。色素沈着抑制、創傷治癒効果。

ヘリクリスムストエカスカルス培養溶解質、
グリセリン、水、アラビアゴム、キサンタンガ
ム、安息香
酸N
ソルビン酸K
イモセミルエキス、水、BG

「永遠の花」とも呼ばれるヘリクリスム・ストエカス。長
期間にわたる保湿効果と、乾燥により引き起こされる
炎症の改善効果が期待できる。皮膚のバリア機能を
高める
海洋性保湿因子MMF（Marine Moisturizing Factor)。
表皮の奥まで長時間保湿。脂質合成を促進し、ベル
ベット肌へ導く。

加水分解紅藻エキス、水、ＢＧ
Contacticel
(コンタクティセル)

Ephemer
(エフェメール)
GULF STREAM SEA WATER
（ガルフストリームシーウォーター）
Inula HC
(イヌラ HC)
Kalpariane
(カルパリアン)
Juvenessence
(ジュブネッセンス)
Native Essence
(ネイティブエッセンス）
Sea Lavender SC
(シーラベンダーSC)
Sea Mayweed SC
(シーメイウィードSC)

海浜植物の幹細胞そのものをフリーズドライにより原
料化。強力なＵＶ保護、ハリ改善効果。

TM

イヌラクリスモイデエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

海浜植物由来の油溶性エキス。毛髪の色、ツヤ
の改善。

油溶性

なし

ヘアケア

アラリアエスクレンタエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

オメガﾞ3、6を豊富に含む油溶性海藻ｴｷｽ。サーチュ
インの活性化により、皮膚のハリ、弾力を向上。

油溶性

なし

スキンケア

アラリアエスクレンタエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

オートファジーサイクルに着目した油溶性海藻エキ
ス。老化加速タンパク「プロジェリン」の抑制による抗
老化。

油溶性

なし

スキンケア

クリスマムマリチマムエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

海浜植物由来の油溶性エキス。セラミド合成促進、
表皮細胞の分化調節作用。

油溶性

なし

スキンケア

リモニウムゲルベリエキス、
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

「イモータルブルー(永遠に枯れない美しさ)」の名を
持つシーラベンダー(英名)由来の油溶性エキス。コ
ラーゲンの合成促進、細胞の老化防止作用。

油溶性

なし

スキンケア

トリプレウロスペルムムマリチマエキス、
水

マトリカリア属の海浜植物由来の水溶性エキス。刺
激の緩和、表情皺の予防。

水溶性

ソルビン酸
クエン酸

スキンケア

●

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(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル

海浜植物由来の油溶性エキス。抗炎症、紅斑の
減少。敏感肌用。

褐藻エキス、水、BG

2種類の海藻から抽出したエキス。メラニン色素の合
成とケラチノサイトへの輸送の双方に働きかけて皮
膚の色調を改善。

油溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア
ヘアケア

サッカロミセス／ムレスズメ根発酵エキス、 医学書「東医宝鑑」に収載された韓方薬であるムレ
スズメ根の抽出エキス。発酵技術と融合することでレ
水、BG
スベラトロール量増加させ高い美白効果と抗酸化力
をもつ。

水溶性

なし

スキンケア

アケビプラセンタより抽出した水溶性エキス。ミオイノ
シトールによる強力な抗糖化作用。フィブリリン保
護。

水溶性

なし

スキンケア

油溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア
ヘアケア

油

なし

スキンケア
ヘアケア

水溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア

●

水溶性

なし

スキンケア
ヘアケア

●

水溶性

なし

スキンケア

ベラトルム酸を含むハナビラタケのエキス。紫外線を
浴びた後も続く慢性的ダメージを抑制。

水溶性

なし

スキンケア

ラウリン酸イソアミル

ノンシリコーン処方に最適な感触に優れる天然由来
エステル。良好な顔料分散性。

油

なし

基材

水添野菜油

天然由来の油用増粘剤。様々なオイルに対し感触を
損ねることなく増粘が可能。

増粘剤

なし

基材

アニス酸

バジル、八角由来の有機酸。酵母、真菌類に対する
高い抗菌性。

水溶性

なし

基材

●

dermosoft 700 B
（ダーモソフト 700 ビー）

レブリン酸Na、グリセリン、水

サトウキビ由来のデンプンから得られた有機酸。グラ
ム陰性、陽性菌に対する高い抗菌性。

水溶性

なし

基材

●

dermosoft 1388 eco
（ダーモソフト 1388 エコ）

レブリン酸Na、アニス酸Na、グリセリン、水

2種類の天然由来有機酸の混合物。幅広い抗菌スペ
クトラム。

水溶性

なし

基材

●

dermosoft anisate eco
（ダーモソフト アニセート エコ）

アニス酸Na

天然由来の水溶性アニス酸。抗カビ活性に優れる。

水溶性

なし

基材

●

トコフェロール、ヒマワリ種子油

非遺伝子組み換えの植物から得られたトコフェロー
ル。酸化しやすい有効成分、天然植物油を酸化から
保護。

油溶性

なし

基材

なし

基材

なし

基材

Sea Shine
(シーシャイン)

海塩

Sel Grain
(セルグレイン)

タラソテラピー（海洋療法）発祥の地から採取した粗
い海塩。バスケア、SPA、タラソテラピー製品に推奨。

●

Radiant(韓国）
ECO ResBlanc
(エコ レスブラン)

●

Biospectrum(韓国）
AkebiSol
（アケビソル）
Alpha-Melight(ECO)
（アルファメライト エコ）

アケビエキス、水、グリセリン

ビサボロール

マリアアザミエキス、グリセリン、水
Celyscense
(セリセンス)

B-Circadin
(ビーサーカディン)

BioDTox
(バイオディートックス)

Dongbaek （Tsubaki） Oil
(ドンバック ツバキ オイル)
Eosidin
（エオシジン)

レスペデザカピタタ葉/茎エキス、プロパン
ジオール、水

ブロッコリーエキス、ビオフラボノイド、アロエ
ベラ葉エキス、プロパンジオール

ツバキ種子油

マコンブエキス、グリセリン、水

Red Snow
(レッドスノー)

Vage Stop
（ベジストップ）

医療研究をヒントに開発された抗ゾンビ細胞メカニズ
ムによる、ヘルシーエイジングのための抗老化原
料。老化細胞の抑制・選択的な老化細胞の除去・老
化細胞の回復の3ステップを促し、皮膚老化の主な
原因である細胞老化を制御。デコルテエリアにおい
植物の体内時計調整メカニズムに着目して有効成分
を抽出。時計遺伝子の補正。昼夜のアクアポリン量
を調整。ブルーライトによる酸化、糖化の抑制。目の
周りのむくみ、クマ改善効果。
３つの植物由成分からなる毛穴改善原料。洗顔時の
毛穴汚れ除去および引き締めによる美鼻効果。汚染
物質除去、抗酸化、バリア機能改善によるアンチポ
リューション効果。
抗炎症、コラーゲン合成促進など、豊富なスキンケア
データを取得した済州島産ツバキ油。

ウンシュウミカン果皮エキス、プロパンジオー 皮膚アレルギーのメカニズムに着目し、未熟な温州
ル、水
みかんの果実に多く含まれる有効成分「シネフリン」
を抽出。過剰なエオタキシン産生を抑制することで炎
症反応を抑制。敏感肌の改善。

Epseama
(エプシーマ)

MultiEx BSASM (ECO)
（マルチイーエックス バッサム エコ）

代表的な美白成分と比較して高い美白効果を誇り、
細胞毒性が無い天然由来ビサボロール。

エピジェネティクス(後天的な遺伝子制御)に着目し、
独自の抽出方法で得たサスティナブルな真昆布エキ
ス。加齢に伴い減少するlncRNAの合成促進。シワ、
シミの改善効果。

ツボクサエキス、オウゴン根エキス、 イタド 7 種の天然抗炎症ｴｷｽの混合物。強力な抗炎症作
リ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキ 用、界面活性剤や防腐剤からの刺激緩和。
ス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキ
ス、水、BG
アジア有数の豊かな自然環境を誇る韓国済州島産
ツバキ花エキス、プロパンジオール、水
の椿から、贅沢に花のみを使用して抽出したエキ
ス。抗酸化効果、抗炎症効果、抗シワ効果。
ハナビラタケエキス、水、グリセリン

●

dr.straetmans(ドイツ）
dermofeel sensolve MB
（ダーモフィール センソルブ）
dermofeel viscolid MB
（ダーモフィール ヴィスコリッド）
dermosoft 688 eco
（ダーモソフト 688 エコ）

dermofeel TOCO 70 non GMO
（ダーモフィール トコ 70 non GMO)
dermosoft Decalact Liquid MB
(ダーモソフトデカラクトリキッド)
dermosoft Decalact Sebum MB
(ダーモソフトデカラクトセバム)

（カプロイル/ラウロイル）ラクチレートNa、ク フケ、アクネ、水虫、体臭などの原因菌を強力に抑制
し、幅広い不快症状を改善可能な天然由来抗菌剤。 界面活性剤
エン酸トリエチル
(カプロイル/ラウロイル)ラクチレート、ラウリ 天然由来の皮脂調節＆抗菌コンプレックス。過剰な
ン酸ポリグリセリル-10、グリセリン、ソウパル 皮脂の産生を整え、毛穴トラブルを引き起こす菌の
メット果実エキス、セイヨウネズ果実エキス
繁殖を抑制することで、皮膚の潤いを損なうことなく
皮膚外観を改善。

界面活性剤

JEEN International(米国）
Jeechem NDA Alkanesシリーズ
(ジーケム NDA アルカン)

（Ｃ９－１２）アルカン
(他、お問い合わせください)

天然由来の植物性炭化水素シリーズ。揮発性を有す
る低粘度シリコーン代替原料。無色無臭で極めて軽
い感触が特徴。

油

なし

基材

可溶化剤

なし

基材

なし

基材

水溶性

なし

基材

●

防腐剤フリー処方に最適な植物由来のオクタンジ
オール。合成品に劣らない高い純度と品質。幅広い
抗菌スペクトラム。

水溶性

なし

基材

●

100%植物由来のエコサート認証取得抗菌剤。抗カビ
活性に優れる水溶性の液体原料。pHの制限なく処
方に配合可能。

水溶性

なし

基材

ResPharma(イタリア）
Resassol Apostrophie MB
(レサソル アポストロフィ― エムビー)

（カプリリル／カプリル）グルコシド、ヤシ油 植物由来可溶化剤。多くのエッセンシャルオイルや
脂肪酸ポリグリセリル－３、ラウリン酸ポリ 香料に対し高い可溶化力を持ち、用意に透明性の高
い水溶液を調整可能とする。常温での溶解が可能。
グリセリル－１０、クエン酸、水

Resplanta Phytoシリーズ
(レスプランタ フィト)

オリーブ油ポリグリセリル－４エステルズ
（他、ブロッコリー種子油、アマナズナ種子
油、アマニ油、ザクロ種子油由来等）

植物油本来の特徴を残した非イオン性界面活性剤。
優れたエモリエント効果や洗浄力に優れる。
界面活性剤

ペンチレングリコール

トウモロコシやサトウキビの廃材を利用した再生可能
な天然由来“ペンチレングリコール”。水溶性であり、
幅広い抗菌スペクトラムをもつためさまざまな処方に
配合可能。

Minasolve(フランス）
Green Pentanediol®
（グリーンペンタンジオール）
カプリリルグリコール
Green Octanediol®
（グリーンオクタンジオール）
フェニルプロパノール
A-Leen Aroma-3
(エーリーン アロマ-3)

OLVEA(フランス）
Deodorised and Winterised Organic Virgin
Sunflower Oil
（オーガニックヒマワリオイル ）
Organic Virgin Deodorised Argan Oil
（オーガニックアルガンオイル）
Organic Pressed and Refined Shea Butter
（オーガニックシアバター）
Organic Virgin Olive Oil
(オーガニックオリーブオイル)
Organic Virgin Jojoba Oil
(オーガニックホホバオイル)
Organic Virgin Sweet Almond Oil
(オーガニックスウィートアーモンドオイル)

ヒマワリ種子油

ECOCERTオーガニック認証取得の欧州産ヒマワリオ
イル。化粧品用途に最適な、色・臭いの少ない精製
タイプ。

油

なし

植物油

アルガニアスピノサ核油

サステイナビリティに配慮したオーガニック認証取得
のアルガンオイル。約100kgの果実から原住民の手
搾りで1ℓしか取れない貴重なオイル。

油

なし

植物油

サステイナビリティに配慮したオーガニック認証取得
のシアバター。色、匂い、酸化安定性に優れた保湿
剤。

油

なし

植物油

シア脂

オリーブ果実油

オーガニック認証取得のオリーブオイル。オレイン酸
を豊富に含み肌馴染みが良く、抗酸化作用が高い。

油

なし

植物油

ホホバ種子油

オーガニック認証取得のホホバオイル。酸化安定
性、展伸性に優れている保湿剤。

油

なし

植物油

アーモンド油

オーガニック認証取得のアーモンドオイル。ビタミン
A、B、C、Eを豊富に含む。

油

なし

植物油

水溶性
(粉体)

なし

スキンケア
ヘアケア

※OLVEA社の上記原料は、ECOCERTオーガニック認証を取得しています。COSMOS認証に準拠した化粧品への配合は可能です。

KERATI'INNOV(フランス）
加水分解ケラチン
CYNATINE TOP
(シナチントップ)

人間の毛髪とアミノ酸組成がほぼ同じのニュージー
ランドの羊毛より採取した加水分解ケラチン。
特許製法によりケラチンに元来含まれる天然アミノ酸
の本来の性質が失われないようにシステインを取出
し、毛髪のツヤ、コシを改善する。

●

CLARIANT(スイス)&PAT(フランス）
ヘチマ根エキス
ジカプリリルエーテル
トコフェロール
ROOTNESS™ ENERGIZE
(ルートネス エナジャイズ)

「環境に配慮」しつつ「高濃度の有効成分」を「安定
的に供給」可能とする仏PAT社の独自技術“プラント
ミルキングテクノロジー”を用いて開発された最新の
スキンケア有効成分。
その貴重な有効成分を豊富に含んだプレミアムなエ
キスであり、強力なATP産生促進効果により、不足し
がちなエネルギーを肌の細胞に補充。細胞本来のパ
フォーマンスを引き出すことで、肌にハリ・弾力を取り
戻す。

油溶性

なし

スキンケア

水溶性

なし

スキンケア

GSIクレオス(日本）
Adiosagging
(アディオサギング)

カキ葉エキス、水、グリセリン、安息香酸Na GSIクレオス独自原料。カキの葉より抽出したエキス
が顔の皮膚を支える柱(Pillar ピラー)構造を保護＆
強化して、たるみを抑制する。

