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ラ・シンシア株式会社

• 設立
• 代表者
• 従業員数
• 所在地
• 資本金
• 事業概要

1992年2月
山田達男
34名
大阪市淀川区木川東3-1-26
3200万円
◆化粧品の製造・販売
◆PB化粧品（OEM商品）の企画開発・受託製造
◆国内および輸入化粧品の販売
◆美容機械器具の輸出入・販売
◆美容・エステティックサロンの経営・美容技術の開発
◆エステティックスクールの経営

エステティックサロン向けゲル化粧品メーカー

大阪本社

代表取締役社長 山田達男

• 業態許可 1．化粧品製造業許可 許可番号27CZ9121
2．化粧品輸入業許可 許可番号27CY9165
3．美容所開設許可 許可番号（大保）第5731号
4．製造販売業許可 許可番号27COX00358
5．医薬部外品製造業許可 許可番号27DZ200118
6．医薬部外品製造販売業許可 許可番号27D0X00294
7．ISO認証取得 許可番号9001：2008
8．ISO認証取得 許可番号22716：2007 

日本美容院凝胶类化妆品供应商

成立时间 1992年2月             

董事长  山田达男

员工 34名

公司地址 大阪市淀川区木川东3-1-26

注册资金 3200万日元

经营范围

化妆品生产及销售


PB化妆品（OEM商品）的策划及开发，委托生产制造


国内及进口化妆品销售


美容机械设备的进出口及销售


美容 美容院经营 美容技术开发


美容院校经营

化妆品制造业许可   证书编号 27CZ9121


化妆品进口许可    证书编号27CY9165

美容院经营许可    证书编号（大保）第5731号码

生产销售许可      证书编号27COX00358


医药部外品生产业许可 证书编号27DZ200118

医药部外品生产销售业许可  证书编号27D0X00294

获得ISO 认证        证书编号9001:2008

获得ISO 认证      证书编号22716:2007

大阪总部



お客様の満足こそが社員の幸せ経営理念

創業以来の基本精神である「真実を語り」「常に誠実に」「謙虚に敬愛を」を大切にしてお客様の信頼に応え、

その輪を広げ続けていきたいと願っています。そして、より良い品質・サービスを提供して心豊かな社会づくり

に貢献します。

真実・誠実・敬愛

美と健康に卓越した満足を適正な流通を通じて提供し社会に貢献します使 命

ゲル化粧品のパイオニア的存在として真に価値ある製品を創り出し、

お肌も心も満たし輝いていただくことを目指します。
ビ ジ ョ ン

遠い太古の昔、人類は海から誕生したと云われています。人の体の約６０％は水でできています。

そして人が生きていくためにはゲルの力を活かしているとも云われています。

お肌や環境に優しく、品質・安全にこだわったラシンシアの製品は自然界に存在し、人に近い成分のゲルに着

目しました。ゲル製品の良さを活かした「ものづくり」の技術と「お客様視点」にたったサービスで化粧品の真価

を求め、お肌も心も満たされる製品を創り続けていき、お客様の未来に美しさと輝きを提供していきます。

未来へ飛躍 一人一人の力がここに一つになる
一滴のゲルから生まれた事業が、時代をつなぎ、人をつなぐ。

未来发展

将个人力量汇聚成集体力量


从一滴凝胶开始发展起来的事业，紧跟时代，携手同行


客户的满足是我们最大的幸福


公司成立以来的基本精神是以《言而有信》《信守不渝》《尊敬爱戴》为重要中心，成为让客户更加信赖的供应商，并坚持此理念提高客户信任度让公司持续发展。且，提供更好的品质，服务为文明和谐的社会建设做出贡献。


真实*诚实*尊敬爱戴

通过恰当的流通手段提供满足对美及健康的至上要求，同时为社会做出贡献


做为凝胶化妆品创始者先驱的我们，以制做出真正有价值且满足肌肤和
心灵的产品为目标。


从悠久的古代开始，相传人类是诞生于海洋。人体的百分之六十是由水分构成。且传说人类为了生存活用了凝胶的力量。
对肌肤及环境温和，精心制作有品质，安全的拉先施产品存在于自然界中，着眼于接近人体成分的凝胶。充分活用凝胶产品的优点「再生功能」的技术和通过「客户观点」服务追求化妆品的真正价值，持续制作满足肌肤及心灵的产品，为客户未来续美丽传承，展光辉未来。



本当に良い商品（結果が出る化粧品）を適正価格でお客様にお届けする

私たちの歩み

ラ・シンシア株式会社は1992年、小さな事務所で1本のクレンジン

グからスタートした化粧品メーカーです。

代表の山田が「本当に良い商品（結果が出る化粧品）を適正価格

でお客様にお届けする」信念のもと、お客様に役立つ本物の化粧

品を追求する企業でありたいという使命感の意を込めて「ラ・シン

シア（真実）」という社名をつけました。

設立当初は厳しい時代の流れに直面し苦い思いをしましたが、真

実の化粧品づくりの思いを諦めることなく、長い年月をかけてゲル

化粧品の商品開発、エステティックサロンへの通販事業、エステ

サロンの運営を樹立しました。

そして、2009年には企画・処方開発・デザイン・製造・出荷までの

一貫生産できるシステムを確立し、従業員数60名になる会社へと

成長しました。

現在では企画・開発・製造の「ラ・シンシア」、商品の販売・卸・サロ

ン運営事業の「ビプランツ」、サプリメント事業の「ジアスメディック」、

蜂蜜商品の企画・技術・輸入の「山田蜂蜜研究所」の4社からなる

グループ会社へと発展いたしました。



以适当合理的价格，带给客户真正好的产品（能体现出使用效果的化妆品）


我们的步伐

la sincere株式会社是1992年，在一个规模较小的事务所从一瓶卸妆乳开始发展的化妆品供应商。
代表山田先生“以适当合理的价格，带给客户真正好的产品（能体现出使用效果的化妆品）”为信念的根本（基础），溶入了 追求对客户真正有利的正品化妆品的企业使命，以此，公司命名为「ラ‘シンシア」（真实，注视*英文sincere的日文版读法）。
公司创立之初直面当时严峻的时代趋势潮流，一度曾陷入艰难困境之中，但依旧坚持不放弃制作出真正的化妆品的想法，经过漫长的岁月最终开发出凝胶化妆品，美容院销售事业，树立了美容院的经历和管理。
于2009年建立了了从策划，处方开发，设计，制造到出货的一连贯性程序，成长为了60位职工的公司。


现如今策划，开发，制造的「拉先施」，商品的销售，批发，美容沙龙经营事业「ビプタンツ」（日本美容沙龙公司名字），辅助事业的「ジアスメデリック」，蜂蜜商品的策划，技术，进出口「山田蜂蜜研究所」的从4个人发展起来的集团公司。



沿 革

• 1992年2月

• 1993年2月

• 1996年8月

• 1999年9月

• 2000年7月

• 2000年9月

• 2001年10月

• 2004年3月

• 2004年6月

• 2004年9月

• 2005年4月

• 2006年12月

• 2008年2月

• 2009年4月

• 2010年5月

• 2011年3月

• 2011年11月

• 2012年5月

• 2012年9月

• 2013年1月

• 2013年4月

• 2013年6月

• 2016年2月

• 2016年5月

大阪市淀川区西中島に本店設置、主に化粧品・健康食品の通信販売を始める。

直販の販売システムを確立、現株式会社ビプランツ及び、関連販売会社にてラ・シンシアブランド化粧品の展開をはかる。

化粧品製造業・輸入業許可を取得、同時に化粧品のバルク製造工場として、千葉工場・三重工場と新規契約。

新規事業として、直営エステティックサロン「アンジュ」をパイロットサロンとして、淀川区東三国に出店する。

販売総合管理システム（コンピューターＤＢシステム）ネットワーク販売総合管理システムエステティックサロン販売総合管理シ

ステム凡用タイプを完成する。

エステティックサロン2号店を千里山に出店する。

エステティックサロン3号店を千里中央パルに出店する。

本社事務所を現在の淀川区木川東に移転。関連会社含め、事業の集約化と効率の向上をはかる。

エステティックサロン4号店を兵庫県川西市に出店する。

（株）ビプランツ東京営業所を開設。

エステティシャン育成のカレッジとしてラ・シンシアエコール ド エステティックを本社内に設立。

エステティックサロン6号店を東京都恵比寿に出店する。

株式会社ビプランツクリエイティブ事業部をボーシェ事業部へ変更

バルク製造部門の強化（一貫生産）

株式会社アヴァンシアを設立（分社化）

医薬部外品製造業取得

ハチミツ関連商品の技術開発・研究 株式会社山田蜂蜜研究所を設立

オープン媒体向けのパブリック特販部を立ち上げの販売を強化。

ISO 9001:2008認証取得

ジアスメディック株式会社を設立、機能性健康食品部門を強化。

幸熙（上海）商贸有限公司（ラシンシア上海）を開設。上海を拠点に中国市場を拡大する。
直営エステティックサロン「ベルーチェ」をラ・シンシア商品・技術のパイロットサロンとして西中島に出店。

ISO 22716：2007認証取得

マヌカライフ事業部を設立。ライフスタイル提案型のサービスを開始。

沿    革



实行从策划开发——制造——商品化——到销售的一贯性程序



ラシンシアベーシックスキンケア

ラシンシアスペシャルケア

アロマオイル セラピケア

ジアス健康食品

敏感肌薬用ATPスキンケア

小顔ケアタイトヴィサージュ

バスケア マリーンゲル

ベジフルダイエットシリーズ

年齢肌アクアゲルスキンケア

ホームスタイルゲル

煌めくメイクマジェンヌ

ボタニカル酵素ドリンク

マヌカハニー化粧品

日焼け止めサンシールドゲル

年齢肌のアクアゲルメイク

健康茶

SE100美容原液シリーズ

快眠キャンドルアドレアージュ

ラシンシアメイクシリーズ

業務用リポデルム

商品开发 品牌介绍



ラ・シンシアの化粧品に対する信念

本当に良い商品（結果が出る化粧品）を適正価格でお客様にお届けする

お客様に役立つ本物の化粧品を追求する企業でありたいという
使命感の意を込めて「ラ・シンシア（真実）」という社名をつけました。

肌の基礎から美しくするスキンケアを考えました

ラ・シンシアでは肌だけでなく、環境にも優しい化粧品の製造を目指し日々探求してい
く中で、ついに自然にも人にも優しい、画期的な新素材「ゲル」に出会いました。
この「ゲル」を用いることで100%オイルカット(非乳化・無香料・無着色)のゲル化粧品を
開発することに成功。
ゲルを主にしたことで、敏感肌の方にも、安心してお使いいただけるようになりました。

大自然が育んだ「天然ゲル」

ゲルクリームと石油系クリームの違い お肌にも環境にも優しいゲル化粧品

油分・合成界面活性剤を含む化粧品は排水溝から海や川に流れでて分
解されることなく蓄積されてしまいます。一日に使う量はわずかでも確実
に環境を悪化させてしまうのです。
美しくなるために使用する化粧品で、毎日少しづつ環境を汚染してしまっ
ていいわけがないと私たちは考えます。
天然ゲルは、地球からの恵みであり水質を悪化させることもありません。
ゲルはお肌にも、環境にもやさしい魅力的な素材です。

天然ゲルとは、自然界の動・植物や鉱石などに含まれる粘質のことです。
例えば、アロエや海藻・粘土などのヌルヌルがそれです。 皮膚細胞にも

保湿能に関わる重要なものとして、粘質（ゲル）ファクターがあります。ゲ
ル化粧品はこの粘質に着目しました。従来の化粧品は、水と油を混ぜ合
わせるために乳化剤（界面活性剤）の助けを借りていたのですが、乳化
剤を全く使わず、素肌機能を高める働きをするのがゲル化粧品です。

ゲルのお肌への効力

1.優れた吸着性 2.優れた水分保持能力

3.優れた通気性 4.優れた細胞活性化能力

ゲルはネットの様な構造になっており、網目の空洞には、美容成分や保
湿成分を多く配合させる事ができます。

拉先施化妆品的理念

给客户提供真正物美价廉（能体现出护肤效果）的护肤品

从底肌开始变美的护肤诞生

拉先施以温和护肤和对环境保护为目标，每日不断探索中寻求，终于成功研究出了划时代的对人和自然都很温和的新素材「乳胶」   成功开发使用该「乳胶」百分之百无油（非乳化，无香料，无色素）的乳胶护肤品。  该护肤品是以乳胶为主，敏感肌肤的客户也可放心使用。

大自然的恩惠「天然凝胶」

天然凝胶是指自然界的动植物及矿石含有的粘性物质。   如（芦荟／海藻／粘土等的粘液）。                  也是促进皮肤细胞达到保湿功能的重要组成成分。          粘性物质（凝胶）凝胶护肤品以该粘性为出发点。一直以来，护肤品通常会借助于乳化剂。

界面活性乳胶乳脂和石油乳脂区别

乳胶对肌肤的效果

1.优良的吸附性             2.优良的水分保持功能

3.优良的通气性           4.优良的细胞活化性功能

乳胶和网络相同的构造，网目的的空洞上镶嵌着美容和保湿成分

包含油分合成界面活性剂的护肤品从排水槽流到河流海洋，其成分不回被分解会残留着。尽管每天少量使用却也在实实在在的恶化了环境。
天然的乳胶，是大自然赋予我们的自然财富不会给水质带来负担。乳胶不管从肌肤或是环境来说都是很有魅力的天然材料。

肌肤和环境都有优势的胶体护肤品

是以“追求对客户有益的正品化妆品企业 ”为使命感命名为「拉先施」



全国のエステティックサロンが安全性・効果を認めたゲル化粧品

エステサロン様は安全性と結果（効果）を両立した化粧品を求められます。

グループ会社ビプランツ内にはサロンインストラクターが在籍しており、
厳しい目を持つエステティックサロンへの商品案内、販売、技術開発、

セミナー開催などを行っております。

ラ・シンシアの商品企画にはサロン様に最も近く、関わりのあるサロンインストラクターが
企画から携わり、お客様から寄せられる声を商品づくりに反映しております。

また、自らモニターとなり、クリアした商品だけが市場に出ております。

安全性
ノンオイル・界面活性剤非使用・無香料・無着色ですからやさしくお肌を守ります。

機能性
ニキビやシワ、シミ等お肌の悩みへの効果的ケアが可能です。

安定性
正しく保管し、開封されていなければ3年間は品質はかわりません。

環境保全
ノンオイル・界面活性剤非使用・無香料・無着色で川や海を汚さず、環境にもやさしい。

有効性
お肌の細胞を活性化させるので、自然治癒力を一層高めます。

全国沙龙认证的安全及效果性凝胶化妆品

集团公司拉先施内有在籍美容沙龙指导员，以严格的态度向美容院提供商品开发指导，销售，技术开发以及课程指导会议等

美容沙龙追求安全性和效果并存的护肤品。

拉先施商品策划和美容沙龙的想法最接近，和相关美容指导员一起携手制作策划方案，及时把客户反馈的信息反应到我们的产品制作当中。同时，亲自担当批论员，只有经过严格把关的商品才能投防于市场。

安全性
无油，不使用界面活性剂，无香料，无色素。温和保护肌肤

机能性
抗痘痘，抗皱，淡化细纹斑点

安定性
正确保管，未开封状态下可保管3年

环境保护
无油，不使用界面活性剂，无香料，无色素。不会污染河流海洋水质

有效性
能有效焕发肌肤细胞，自然愈合效果明显



昔より効能の素晴らしさから注目のあったハチミツですが、近年さらに注目されニーズが高まってきています。私はゲル化粧品のパイオニアとしてつちかってきたノウハウを活
かし、新たな市場を確立するため、ハチミツの特徴を活かした製品開発に取り組む決意をしました。
ローヤルゼリー、プロポリスに蜜蝋…美と健康をもたらすハチミツ製品は市場にはすでに存在します。私が求める製品は普通のハチミツ製品ではなく、新たなパフォーマンスが
再現でき、かつ特徴的で印象的な商品です。いろいろな研究を続ける中でマヌカハニーというニュージーランドでしか自生しない自然な状態のハチミツに出会いました。 マヌカ

ハニーは通常のハチミツより抗菌力・殺菌力が優れており、厳しい基準において管理され、希少価値の高いハチミツです。ドクターも注目しているさまざまな作用に着目し、スキ
ンケアや美容ドリンクへの応用を構想しました。

ハチミツには、ミネラル・ビタミンがバランスよく含まれており、様々な効果が科学的に証明されています。国によってはサプリメントや治療薬として扱われております。もちろん、
美容にとって効果的な栄養成分も豊富。そんな健康と美をもたらしてくれるハチミツやその副産物を活用し、健やかなお肌に導くスキンケア商品を提供したいと考えています。

• 設立
• 代表者
• 所在地
• 資本金
• 事業概要

2011年9月

山田達男
大阪府吹田市千里山西3丁目24-9
200万円
ハチミツ製品の原料仕入れ・研究

開発・企画、製造・販売、輸出入
代表取締役社長 山田達男

創立者の声

ハチミツの抗菌力・機能性を活用した研究と開発により、高品質の技術を提供します。

使 命

私たちはハチミツ・ローヤルゼリーの優れた効果効能を追求し化粧品・健康食品の商品開発に活かして皆様の心身の健康に役立
てる事を使命としています。

「吸収力」と「おいしさ」にこだわった
プレミアムハニーコラーゲンドリンク

マヌカハニーの抗菌力を活かした

スキンケアブランド

技術提供の
実績

マヌカハニーのオーラルト
リートメントケア製品

蜂蜜研究所和麦卡卢蜂蜜的相遇

山田蜂蜜研究所和麦卡卢蜂蜜的相遇

致力于蜂蜜产品的原料购入，研究，开发，策划，生产，销售，进出口

研究开发活用蜂蜜的抗菌力及机能性，提供高品质的技术

我们的追求和使命，将蜂蜜／蜂王浆优质效果活用到护肤品，健康食品的商品开发中，给客户带来身心健康有用的产品。

和之前相比在功能方面有显著效果而引起关注蜂蜜，近年来关注不断上升，我们作为凝胶护肤品的开拓者活用培养技术，为确立新市场，  决定致力于活用蜜蜂特性的产品开发当中。蜂王浆，蜂巢等给美容和健康带来的蜂蜜产品很早之前就在市场销售，但是我所追求的产品不是普通的蜂蜜产品，我想要的是将新生功能重现，并且有特点给人印象深刻的商品，在不断的研究中和一种新西兰麦卢卡的自然状态蜂蜜相逢了，麦卢卡蜂蜜比普通蜂蜜更具有抗菌，杀菌作用，在严格的标准下进行管理，是一种价高且稀少的蜂蜜。该蜂蜜就连医生也将关注点放在他身上，想将它用于护肤及美容饮料中。
蜂蜜含有均匀的营养矿物质维他命，该点已科学验证。已有国家将该蜂蜜用于增补和治疗用途。
当然在美容方面也有很高的营养成分，我们希望活用能给大家带来健康和美的蜂蜜及副产物开发，生产出给肌肤带来温和效果的产品。



マヌカハニーはニュージーランドにのみ原生するフトモモ科の低木「マヌカ」の花

から採れるハチミツで、ハチミツの中でも特有の抗菌力を持ち、希少価値が高

いと言われています。開花時期はわずか4週間だけと限られている事からマヌ

カハニーはとても貴重な蜂蜜です。

マヌカハニーやマヌカの葉や樹脂から採れるオイルは特別な力があるとされ、

ニュージーランドの原住民族マオリ族は古来から風邪や傷の治療として珍重し

てきました。

原住民族マオリ族はマヌカの木を大切にし「復活の木」「癒しの木」として崇めてきました。

マヌカの葉を薬用としてお茶のように飲用、樹液を傷口に塗って外用薬として用いられてきました。

ニュージーランドのみに原生するマヌカの花からとれる『マヌカハニー（ハチミツ）』。

マヌカコスメには ＵＭＦ協会認定の抗菌力の優れた「ＵＭＦ15 ＋ 」で、非加熱、無
添加 オーガニックの生ハチミツを使用しています。

や雑誌で
注目！

採取量が
少なく
希少価値

現地の
医療現場で
活躍！

環境汚染の少ないニュージーランドには
ほとんどミツバチの病気が存在しません。
ミツバチに抗生物質などを与えるのを法
律で禁じられています。
また、マヌカハニーの採取は人里離れた
手つかずの自然が残る山岳地帯で行わ
れるので農薬汚染の心配もありません。

大自然的恩惠，新西兰的宝物                「 有机麦卢卡蜂蜜」

新西兰特有的原生麦卡卢花中提取的「麦卢卡蜂蜜」
麦卢卡蜂蜜是使用具有UMF协会认定的强抗菌力（UMF 15+），非加热，无添加的有机体的生蜂蜜

神秘的麦卢卡蜂蜜

麦卢卡蜂蜜是在新西兰特有的原生常绿高木科的低木「麦卢卡」花中提取的「麦卢卡蜂蜜」蜂蜜含有特有的抗菌力，价高稀少。花开时间仅有4周，是非常珍贵的蜂蜜。

麦卢卡蜂蜜和麦卢卡的叶子和树脂中采取的油具有特别大的作用。
新西兰的原著民族和毛利民族自古以来将该蜂蜜用于治疗感冒和受伤。

原著民族（毛利民族）将麦卡卢的树恭敬为「治愈之数」和「复活之数」
将麦卡卢的树叶用于药用和茶药用，将汁液作为外用药涂抹于伤口

环境污染少的新西兰岛几乎不存在油蜂蜜疾病
且法律上禁止给蜂蜜加入抗生等物质
另外，麦卢卡蜂蜜提取是在离人很远手无法触到的自然遗留的山岳地带，无需担心有农药污染。

又名“复活之树“



医療現場で認められたマヌカハニー

ニュージーランド国立ワイカト大学・生科学研究所の治療用蜂蜜研究チームは、ハチミツにつ

いての実験で、マヌカハニーの中には常時効果のある抗菌活性を持つものがあることを発見

しました。この優れた特性はUMF（Unique Manuka Factor）として知られており、一部のマヌ

カハニーにだけ確認されるものです。

UMFを有するマヌカハニーは、その効力を示す数字が記されています。

現代ではオーストラリアやニュージーランドで医療を目的とした利用法に反映されています。

「UMF15＋」なら一般的な消毒剤のフェノール（石炭酸）溶液の15％相当以上の抗菌力が
あるという意味です。値が高いほど抗菌活性が高いとされています。

◎ 一般的な蜂蜜より光や熱の影響を受けにくい

◎ 採取期間・量が少なく、希少価値があり、高価である

シリング酸メチル

普通の蜂蜜は、過酸化水素という抗菌成分が含まれています。

マヌカハニーは、過酸化水素に加えて天然の食物メチルグリオキサールという抗菌成

分が含まれています。この成分はUMFと知られ、近年ではMGOと呼ばれています。

特有の抗菌活性ユニーク・マヌカ・ファクター（UMF®）を含有

UMF（ＭＧＯ）の他に特異的な成分として活性酸素を除去する抗酸化作用が強力であると知られています。

アカシア・蓮華蜂蜜と比較しても強力だといわれています。

その他の違い

和一般蜂蜜的区别

含有其他蜂蜜所没有的抗菌力

特有的抗菌活性因子（UMF)

普通蜂蜜含有过氧化氮的抗菌成分
麦卡卢蜂蜜是在过氧化氮的基础上加入天然的（可食性甲基乙二醛）麦卡卢树成分
该成分作为UMF被认识，今年更名为MGO

医疗现场认证的麦卡卢蜂蜜

新西兰国立怀卡托大学生科学研究所治疗用蜂蜜研究团队在研究测试蜂蜜中发现麦卢卡蜂蜜中含有一种抗菌活性。
此后，该抗菌活性的特性作为UMF被熟知，只有一部分的麦卡卢蜂蜜含有该特性。

含有UMF的麦卡卢蜂蜜，用数据证实了其效果。
现在在澳大利亚和新西兰作为医疗目的运用于医疗上。

UMF15+」相当于一般消毒剂的是碳酸溶液的百分之15以上的抗菌力。
具有高价值的抗菌活性。

丁香酸甲酯

UMF(MGO）的其他不同成分活性体现在强大的去除活性氧的抗氧化作用被熟知，抗氧化作用比刺槐‘ 莲华蜂蜜更胜一筹。

其他不同点     1. 比一般蜂蜜，更不易受光热影响。   2.采取时间，量少，稀有，价高



ニュージーランドでは古くからマヌカハニーは人々の生活に密接しており、食用以外にも薬の代わり

に使っていました。

近年ではのどやお腹の痛みなど風の初期症状をお医者さんに相談した場合1日スプーン1杯のマヌ

カハニーを食べると良いと、アドバイスをされることがあるようです。

また、傷や火傷の治りを良くするためや歯痛を和らげるために、お母さんや保健の先生が食品とし

て買い置きしてあるマヌカハニーを患部に塗ってくれる、というような事もあるようです。

虫歯・歯周病・口内炎

虫歯の原因菌「ミュータンス菌」に対して
の抗菌作用があります。
また、歯垢（プラーク）を減らすことも明ら
かになっており、歯周病を予防します。口
内炎にマヌカハニーを塗布する民間療法
も実践されています。

外傷

マヌカハニーに含まれるMGOは傷の感染症
の原因菌に対して他の蜂蜜の2倍の効力があ
ります。
高い糖濃度による浸透圧で傷口をキレイに治
療できます。細菌の侵入よる感染も予防しま
す。

胃腸疾患

副作用なしにピロリ菌に対する抗菌作用
を持っています。胃潰瘍や胃がんなどの
疾患の予防が検討されています。

風邪

抗菌作用と抗炎症作用により、喉の痛みや鼻
づまりなどに有効とされています。

糖尿病

マヌカハニーの糖はブドウ糖と果糖なの
で低血糖症状に有効です。

整腸作用

悪玉菌を減らし、善玉菌を増やす作用を持っ
ており腸内環境を整えます。

麦卢卡功效「健康领域的期待」

在新西兰从古代开始人们的生活就和麦卢卡蜂蜜紧密相连， 除食用外还作为药用广泛被使用。
近年来喉咙腹痛等感冒初期症状时医生也会建议每天一蜂蜜放入水中食用。
另外，在治疗受伤，烫伤以及缓和牙痛时，母亲及保健医生也就建议购入使用放有蜂蜜食品涂抹于伤患处。

虫牙，牙周炎口腔炎

对引发虫牙的病原菌「蛀牙菌」
有抗菌作用，另外为减少牙齿污垢，预防牙周炎。在患有口腔炎的地方涂麦卢卡蜂蜜在民间有实践治疗。

麦卢卡蜂蜜含有的MGO在治疗伤口感染的病原菌的功效是其他蜂蜜的两倍。
高糖浓度的渗透力能让伤口愈合彻底，预防细菌侵入感染。

无副作用对幽门螺旋杆菌有抗菌效果，在预防胃溃疡以及胃癌等疾病效果在验证中。

有抗菌剂抗炎作用，对喉咙痛以及鼻塞等有效。

麦卡卢蜂蜜的糖属于葡萄糖和果糖对低血糖症状有效。

有减少恶玉菌增加善玉菌作用，整合肠内环境。



ニュージーランドの大地から得る栄養素を元にしてマヌカには
６種類のビタミン（Ｂ１、Ｂ２、ニコチン酸、パントテン酸、ピリドキシン、アスコルビン酸）
９種類のミネラル（カルシウム、銅、鉄、マンガン、マグネシウム、リン、カリウム、ナトリウム、亜鉛）が確認されています。

ミネラル、ビタミンなど豊富な栄養素が含まれているマヌカハニーは、ニュージーランドでは内外
美容として愛されています。

蜂蜜はお肌の乾燥を予防するだけでなく、ハリ・艶・潤いを与えます。

さらにマヌカハニー特有の働きにより、お肌の表皮には天然の皮脂膜がつくられ、トラブルに負
けない肌や潤いのある若々しい美肌に導きます。

毛穴クレンジング

毛穴の不純物を除去し、皮脂を取り除き
ます。

ニキビに有効

アクネ菌による炎症を抑える働きや抗菌作用
として知られています。

シワ予防

栄養補給により、新陳代謝を活発にして
コラーゲンやエラスチンの産生を高めて
組織を修復し。ハリや弾力を与えます。

シミ予防

シリング酸メチルの働きで活性酸素を除去し
てメラニンに生成を抑制しシミを防ぎます。

保湿作用

お肌を潤いベールで整え、みずみずしい
透明感のある素肌へと導きます。

抗炎症

炎症細胞の炎症部位への浸潤を抑制する働
きがあります。

麦卢卡蜂蜜药效「美容领域的期待」

富含矿物质及维他命等丰富的营养素的麦卢卡蜂蜜在新西兰作为内服外敷用品深受欢迎。

蜂蜜不仅能预防皮肤干燥，还能令滋润肌肤给肌肤带来光泽。
更重要的是麦卢卡蜂蜜的特有功效能给肌肤表皮带来天然皮脂膜，滋润，无负担带来年轻美丽的肌肤。



从新西兰大地恩惠的营养要素为基础的麦卡卢还富含6种维他命（B1,B，氨基酸，泛酸，呲哆素，抗坏血酸）9种矿物质（钙，铜，铁，锰，镁，磷，钾，钠，锌）

麦卢卡蜂蜜的营养要素

去除毛孔的脏污，去角质

有效抑制组胺引起的炎症，有抗菌作用

营养补给，更新新成代谢。   产生骨胶原以及弹性蛋白修复组织，给予肌肤弹力。

丁香甲酸去除活性酸素抑制黑色素的生成防斑

给肌肤滋润保护，透明感

能有效抑制炎症细胞的炎症部位的渗透

毛孔清洁

祛痘

防皱

防斑

保湿作用

抗炎症



マヌカハニーをもっと手軽に、プロに愛されるブランド「ラ・シンシア」の技術を駆使し、

マヌカハニーを研究する「山田蜂蜜研究所」からの技術提供を受け、

マヌカハニーをたっぷり配合した商品が誕生しました。

スキンケア オーラルケア 健康食品・食品

将麦卢卡蜂蜜开发运用到简便备受喜爱的品牌「拉先施」技术。
接受由研究麦卢卡蜂蜜的「山田蜂蜜研究所」提供的技术。诞生了和麦卡卢蜂蜜完美配合的商品



麦卢卡护发系列产品



「髪は女の命」といわれるほど女性にとって大切です。

お手入れしていない髪 お手入れしている髪

見た目年齢35歳 見た目年齢28歳

上品

清潔

お洒落

若い

汚い

不衛生

疲れて
いる

老けて
いる

改变你的外表年龄！ 改变你的印象！ 美发的秘诀！

对女性来说头发就如女人的生命般重要

不干净

不卫生

显疲劳

显老态

秀雅

清爽

漂亮

年轻

保养了的头发

未保养的头发

外表年龄35岁

外表年龄28岁



髪が傷む原因

艶の低下・枝毛・切れ毛・うねり・ごわつき・パサつき・ザラツキ

头发护理重要点

防止头发受损

头发受损主要原因

染发

吹风机（热）

烫发

发用定型产品

过剩皮脂，油性皮质（头皮屑）

干燥（干性皮屑）

文本

静电

污渍，灰尘

发梢分叉

断发

发质硬

头发枯燥

头发杂乱

暗哑无光

毛躁弯曲

重要的是要使用合适的洗发水，护发素阻止头发受损。

让我们一起改善头皮环境保持美丽秀发吧



髪についている整髪料、

汚れや汗を洗い流して清

潔にすることで毛穴詰ま

りを防いで健康な頭皮環

境を整えます。

シャンプーしながら地肌マッサージをして血行促進。髪に必要な栄養を届けやすくします。

皮脂の分泌量は

Tゾーンの3倍！

埃

臭い 整髪料

汗

ゴミ
皮脂

汚れや皮脂が洗い残るとベタベタの頭
皮・髪になり、不衛生です。

しっとり＝ベタベタとは違います！

洗发水的作用

清洁头皮，有效控制多余皮脂

清洗附着于头发上的发胶，污垢及去除头发汗味防治堵塞毛孔，令头皮呈现健康的状态

皮脂的分泌量是脸部T区部位的3倍！

皮脂

灰尘

臭味

头发定型剂

汗

垃圾

头皮污垢，皮脂如果不清洗干净，会导致头发油腻腻的，很不卫生不干净。

头发湿润

和油腻粘乎不同！

促进头皮血液循环

洗发时边按摩头皮会促进血液循环

同时，给头发提供必要营养成分



ダメージを受けて水分や栄養を失った髪

の内側まで浸透補修。表面をコーティング

して髪のハリ・艶を与えて潤いを保ちます。

髪の表面に保護膜を作るので外部からの

刺激（熱・乾燥・静電気・ブラシ）から守りま

す。指通りを良くするので枝毛・切れ毛・抜

け毛を防ぎ、パサつきや広がりを抑える

効果があります。

护发素的作用

修复受损发质

深层修复因头发受损而导致发质干枯，营养成分流失的发质。改善发质，令头发保持柔顺有光泽。

改善头发质感

在头发表面形成一层保护膜，以隔绝外界对头发的伤害（化学热，干燥，静电，电烫）。  令发丝根根分明，柔顺，更有效防治头发开叉，端饭，脱发，抑制头发干枯，杂乱。



洗髪前のブラッシングは地肌の血行を促進し、毛穴汚れを浮かしやすくします。
STEP1 ブラッシング

髪や地肌の汚れ、埃や整髪料などを軽く落とすとシャンプーの泡立ちが良くなります。
STEP2 予洗い

STEP3 シャンプー

STEP4 トリートメント

髪を濡れたままにしておくと雑菌が繁殖し、炎症や臭いの原因になります。
また、枕にこすれてダメージを受けやすくなります。STEP5 乾かす

洗发水，护发素的使用方法

洗头之前用梳子梳头有利于促进血液循环，令附着于头皮的污垢和灰尘浮于表面。     

干了的头发从发梢开始梳一边梳理打结了的部分

梳头

令附着于头皮的污垢和灰尘浮于表面的话，能让洗发水泡沫更佳丰富。

手指穿过头发的同时一边用温水均匀打湿头发。
将洗发水于手掌心，双手轻柔使其产生泡沫，用手指将洗发液轻柔进头部。如一次很难洗干净可重复一次。（请勿用指甲抓洗头皮，否则将会引起头皮受损）

最后用37—38℃的清洗彻底冲洗干净  

打湿头发

洗发水

护发素

吹干头发／自然干

在洗发后的将头发漂清，取护发素适量，从头发中部位置向发尾揉擦，片刻后，再用清水漂清即可（请注意护发素若粘到头皮容易引起头发油腻）

洗发后如果不弄干头发，顶着湿漉漉的头发更容易滋生细菌，引起炎症。且，容易引起枕头发霉

先用毛巾从头皮和发根擦起，轻轻按压擦拭水分（切勿用力揉搓头发哦。）  用吹风机吹发时应该顺着秀发自然生的方向吹，且按照「从上到下」「从后到前」吹干头皮。   因头皮和发根容易干燥所以可从发梢开始吹



汚れや臭いを落とし、キメを整えてお肌を滑らかにします。
また、荒れ肌や背中ニキビの予防や改善にも。1日の汚
れを夜にしっかり洗い流してお肌を清潔な状態にします。

良い洗い方は「手の平で洗う」

「心臓から遠い所から洗う」

泡立て
ネットが
便利！

ゴシゴシ洗い 爪を立てる

こすり過ぎる 保湿を怠る
NG

香皂的目的

清洁皮肤表层的脏物，油脂，洗去汗味，让肌肤清爽细腻嫩滑。有效改善干燥肌肤，预防螨虫滋生。  清洗一天的灰尘及污渍保持肌肤洁净

香皂的使用方法

使用沐浴球起泡更方便！

比较好的沐浴方法是「用手掌清洗」及「先从远离心脏的四肢开始冲淋」。

先用毛巾或沐浴球等蘸取香皂帮助起泡。

沐浴时从头部和脚步开始向心脏方向清洗，螺旋状地清洗最能将身体的污垢彻底洗净。

沐浴过后的肌肤容易干燥，请在肌肤完全干燥之前涂上身体乳或乳液进行保湿



マヌカハニー、ローヤルゼリーをはじめ、生薬や天然アミノ酸、吸着型ヒアルロン酸を
配合しました。泡立ちが良く、髪や体をやさしく洗います。

林檎と蜂蜜の香りでバスタイムがリラックス。

洗浄後の乾燥を防ぎ、しっとり潤うリッチなヘアケア＆ボディソープの誕生です。

頭皮クレンジング 保湿作用 抗炎症 ニキビ予防

栄養補給 保湿作用 フケ・かゆみ予防 育毛

艶 保湿作用 弾力 保湿作用

蜂蜜的馈赠物—  麦卢卡头发护理&沐浴皂

麦卢卡蜂蜜，以峰王胶为基础，配合（未精制的）中草药及天然氨基酸，吸附型透明纸酸。易起泡，轻松去除身体及头发污渍。
苹果及蜂蜜的香味使人沐浴时身心更放松。
为防止洗后引起头皮及皮肤干燥，更研发了保湿效果极佳的头发护理剂及沐浴皂

麦卢卡蜂蜜的效果

头皮清洁

保湿作用

防止螨虫

蜂王浆效果

预防头皮屑及瘙痒

生发

天然氨基酸的效果

透明质酸的效果

改善头发光泽



種別：ヘアシャンプー
内容量：500ｍL

ダメージで損傷した髪は水分や毛髪の構成成分が流出しやすい状態になっています。水分の蒸発を防
ぐ成分や髪の強度を高める成分、表面を滑らかにする成分や保湿成分をたっぷり配合。頭皮のフケ・か
ゆみを防ぎ、育毛効果を促進する生薬と人の髪に近い天然アミノ酸を配合した優しいシャンプーです。

健やかな髪に整える特徴成分を配合。

保湿

・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・天然アミノ酸

ハリ・艶・保護 フケ・かゆみ・抗炎症・育毛
・アルニカ花エキス
・オドリコソウ花エキス
・オランダカラシ葉/茎エキス

①まずお湯で髪をていねいに素洗いします。
②１度目のシャンプーは軽く、２度目はよく泡立てながら地肌を指の腹でマッサー
ジするように洗います。
③37～38℃のお湯で充分すすいでください。

ご使用方法 マヌカコスメ ヒーリングシャンプー

・吸着型ヒアルロン酸
・低分子コラーゲン

・ポリクオタニウム-10
・加水分解ケラチン
・加水分解シルク

・ゴボウ根エキス
・セイヨウキズタエキス
・ニンニク根エキス

・セイヨウアカマツ球果エキス
・ローズマリー葉エキス
・ローマカミツレ花エキス

修复性洗发水

改善头皮环境，促进血液循环，预防头皮屑及瘙痒。
改善受损发质，令头发柔顺有光泽。

预防头屑及瘙痒

恢复头发光泽

弹力

生发

受损后的头发，会导致内部水分及营养成分容易流失。因此，本产品配合添加了防止头发内部水分蒸发，增强头发弹性与韧性，恢复头发亮泽度的营养及保湿成分。  是一款配合使用了了具有预防头屑及瘙痒的有效成分，促进生发的中药成分及与人体发质相近的天然氨基酸
成分的 温和修护性洗发水。

起泡性能优良，有效清洁头皮。

防止水分蒸发，恢复头发光泽及柔顺度
提高头发弹力及韧性度
预防头皮屑及瘙痒，防止干燥等多种困扰
有效控制头发油腻

弹力，色泽，保护

预防头屑及瘙痒，抗炎症，生发

麦卢卡蜂蜜     吸附性蜂蜜     蜂王胶   低分子骨胶原   天然氨基酸

聚季铵盐-10
加水分解蛋白质
水解蚕丝

山金车花提取物
短柄野芝麻花提取物
豆瓣菜叶/茎提取物

牛蒡根提取物
洋常春藤提取物
蒜鳞茎提取物

欧洲赤松球果提取物
迷迭香叶提取物
白花春黄菊花提取物

使用方法

先用清水打湿及简单清洗一遍头发
第一次先用少量洗发水简单清洗，第二次时起泡充分同时一边用指腹按摩头皮
使用37-38℃的清水充分冲洗



種別：ヘアートリートメント
内容量：500ｍL

髪を補修し、滑らかな髪になる特徴成分を配合。

保湿

・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・天然アミノ酸

ハリ・艶・保護 フケ・かゆみ・育毛
・アルニカ花エキス
・オドリコソウ花エキス
・オランダカラシ葉/茎エキス

①シャンプー後、軽く髪の水分をきり、適量を手の平にとります。

②髪の中間から毛先に向かってもみ込むようになじませます。

③2～3分置いた後、洗い流してください。

ご使用方法 マヌカコスメ ヒーリングトリートメント

・吸着型ヒアルロン酸
・低分子コラーゲン
・セラミド

・トリートメント成分
・加水分解ケラチン
・加水分解シルク

・ゴボウ根エキス
・セイヨウキズタエキス
・ニンニク根エキス

・セイヨウアカマツ球果エキス
・ローズマリー葉エキス
・ローマカミツレ花エキス

ダメージで損傷した髪に対応した成分を贅沢に配合。水分の蒸発を防ぐ成分や髪の強度を高める成分、
表面を滑らかにする成分や保湿成分で髪を補修し、艶のある滑らかな髪に。頭皮のフケ・かゆみを防ぎ、
育毛効果を促進する生薬と人の髪に近い天然アミノ酸を配合したリッチなトリートメントです。

修复型护发素

修补受损发质，亮泽秀发！！
让头皮清爽，发丝根根分明

配合丰富的针对受损发质的营养成分。添加了防止头发内部水分蒸发，增强头发弹性与韧性，恢复头发亮泽度的营养成分及保湿成分。  是一款配合使用了了具有预防头屑及瘙痒的有效成分，促进生发的中药成分及与人体发质相近的天然氨基酸成分的 温和修护性护发素。

令头发柔顺有光泽
防止水分蒸发及内部营养成分流失
有效抵挡吹风机及静电带来的伤害，预防头发干燥杂乱，油腻，头发干硬，头发开叉及断发
有效预防头皮屑，瘙痒，干燥等多种困扰

配合修护头发及美发的特殊成分

麦卢卡蜂蜜     吸附性蜂蜜     蜂王胶   低分子骨胶原   天然氨基酸　神经酰胺

护发成分
加水分解蛋白质
水解蚕丝

山金车花提取物
短柄野芝麻花提取物
豆瓣菜叶/茎提取物

牛蒡根提取物
洋常春藤提取物
蒜鳞茎提取物

欧洲赤松球果提取物
迷迭香叶提取物
白花春黄菊花提取物

洗发后，用毛巾吸收头发的一部分水分，取适量护发素于手掌心
从头发中部向发梢梳理，使护发素均匀涂抹于发丝
2-3分钟后用清水清洗即可



種別：ボディシャンプー
内容量：500ｍL

人の肌に近い8種のアミノ酸が角質層に浸透して保湿効果を発揮します。4種類のヒアルロン酸がお肌
に素早く吸着・浸透して高い水分保持力を持続させます。かゆみ予防や抗炎症成分も配合。泡立ちが良
く、さっぱりと洗えるリッチなボディソープです。

荒れ肌を整え、滑らかなお肌になる特徴成分を配合。

保 湿

・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・天然アミノ酸

抗炎症・乾燥予防・血行促進
・アルニカ花エキス
・オドリコソウ花エキス
・オランダカラシ葉/茎エキス

①お湯を含ませたスポンジ等に適量をとり、充分に泡立てます。

②心臓に遠い部分からマッサージするように手で洗います。

③充分に洗い流してください。

ご使用方法 マヌカコスメ ヒーリングボディソープ

・吸着型ヒアルロン酸
・高保湿ヒアルロン酸
・低分子ヒアルロン酸

・高分子ヒアルロン酸
・低分子コラーゲン
・リピジュアⓇ

・ゴボウ根エキス
・セイヨウキズタエキス
・ニンニク根エキス

・セイヨウアカマツ球果エキス
・ローズマリー葉エキス
・ローマカミツレ花エキス

修复身体乳

泡沫细腻不假滑，有效预防皮肤干燥及背部螨虫
温和护肤，令肌肤滋润水嫩的身体乳

保持肌肤水油平衡

预防瘙痒

接近人体肌肤的8种氨基酸，深层渗透补水充分发挥保湿效果。4种透明质酸层层渗透至肌肤，迅速为肌肤补充水分，持续较高的水分保持力。配合使用预防瘙痒及抗炎症成分。 泡泡细腻，能帮助快速清洁皮肤。

泡泡滋润细腻，迅速清洁皮肤
配合抗炎症成分有效调理干燥肌，让肌肤水嫩光滑有光泽
4种透明质酸持续保持肌肤滋润（吸附性，高分子，低分子，高保湿）


配合使用调理干燥及让肌肤水嫩光滑的成分

麦卢卡蜂蜜   吸附性透明质酸    高分子透明质酸
蜂王胶           高保湿透明质酸   低分子骨胶原
天然氨基酸    低分子透明质酸   聚季铵盐R

抗炎症，预防干燥，促进血液循环

 山金车花提取物　　　　牛蒡根提取物      　欧洲赤松球果提取物
短柄野芝麻花提取物　 　洋常春藤提取物     迷迭香叶提取物   
豆瓣菜叶/茎提取物　       蒜鳞茎提取物　　　白花春黄菊花提取物

冲湿身体后，取适量沐浴露
从头部和脚步开始向心脏方向清洗，螺旋状地清洗最能将身体的污垢彻底洗净。
用清水充分清洗干净。



麦卢卡护肤系列



種別：クレンジング洗顔料
内容量：120ｇ
価格：1,800円+税

天然ベントナイトゲル（国産）が毛穴の奥につまった余分な皮脂やメイク汚れを
吸着してしっかり落とします。植物系洗浄剤を使用した、肌に優しいタイプ。

クレンジングも洗顔もこれ一本でカバーできる、ワンステップ洗顔料です。

毛穴の汚れを落とすしくみ

保湿、お肌の保護、皮脂吸着にエモリエント、そして天然ハーブの潤いなど10種類の特徴成分を配合。

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・ベタイン

皮脂吸着
天然ベントナイトゲル

エモリエント
オリーブ油

お肌の保護 天然ハーブの潤い
・カミツレエキス
・トウキンセンカ花エキス
・オウバクエキス

・グリチルリチン酸2K
・アラントイン

適量をお肌にのばし、マッサージするようになじませます。
その後、水又はぬるま湯を少々加え、泡立て洗い流します。

濡れた手でもご使用いただけます。

ご使用方法 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈクレンジング15＋

只要一瓶即可解决毛孔 ，黑头，使凹凸不平的皮肤变得更光滑

天然（滋润土凝胶）国产可将毛孔深处附着的多余皮脂及化妆品的脏污吸出清洗干净，使用植物系列的对肌肤温和的洗面乳

保湿，护肤，皮脂附着质地柔和，配合10种特殊的天然物质成分

麦卡卢蜂蜜
蜂王浆
甜菜碱

天然土凝胶

橄榄油

甘草酸
二尿基乙酸

保湿成分
美容成分

取适量放入手中后将挤出的洁面乳用双手揉出泡沫然后在面部轻轻按摩打圈，加少许清水或温水，使其起泡并用水清洗。




洗浄力のテスト アイライン（左：マヌカコスメ 右：商品C)

泡を乗せて、なじませるとしっかりと落ちる

洗浄力のテスト 口紅（左：マヌカコスメ 右：商品C)

泡立ててなじませることで、しっかり付けた口紅も落ちる

毛穴の汚れ・詰まり・角栓（オレンジの粒が毛穴の汚れ）

毛穴に詰まっていた汚れが除去されているのが確認

39.2

37.2
37.5

36.8

36 36.2

34

35

36

37

38

39

40

直後 3時間後 7時間後

水
分
量

Ｂ＆Ｈクレンジング 商品Ｂ（乳液タイプ）

クレンジング後の保湿試験
水分量の変化

【結果】

クレンジング＆洗顔後は肌が乾燥しがちですが、乳

液タイプのクレンジング（保湿タイプ）と比較しても水

分の保持力が劣らないことが分かる。

クレンジングで洗った肌は、7時間後まで保
湿のクレンジングよりも潤いをキープ

清洁效果测试对比

vv

清洁力度测试

vv

清洁力度测试

眼线（左：麦卢卡）（右边：商品C）


口红（左：麦卢卡）（右：商品C）


起泡按摩后口红可清洗干净

毛孔的脏污，堵塞，黑头，（橙色颗粒是毛孔的脏污）

确认毛孔中堵塞的脏污可干净去除）

涂上泡沫，渗透后可干净去除

卸妆后的保湿测试
水分量的变化

卸妆&洗脸后肌肤一般会比较干燥
但和乳液型的卸妆乳（保湿类型）想比较
在水分保持方面是毫不逊色的


卸妆后的皮肤，比保湿卸妆油更能保持滋润



卸妆乳



種別：保湿・整肌ローション

内容量：120ｍL
価格：2,200円+税

マヌカハニー、ローヤルゼリーなどを配合したとろっとしたローション。
ゲル成分(リピジュア®、マルメロ)がお肌に潤いベールをつくり、肌をなめらかに

整えます。肌トラブルに負けない、みずみずしい肌をつくります。

保湿、お肌の保護、天然ハーブエキスなど、10種類の特徴成分を配合。

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー

お肌の保護 天然ハーブの潤い
・カンゾウ根エキス
・レモングラスエキス

グリチルリチン酸2K

洗顔後の清潔なお肌に適量を手に取り、パッティングするようにしっかりとなじませて
ください。
※手のひら、またはコットンで叩きこむようにパッティングした後、手のひらでしっかりとお肌に馴染ませ
るとより効果的です。

ご使用方法 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈドロップローション15＋

・グリシルコトレハロース・マルメロ
・リピジュア

ローションの整肌力

塗布直後 6時間後

6時間経過後の肌
の状態も変わらず
保湿力キープ
（３０代
女性モニター）

・キハダ樹脂エキス
・トウキンセンカ花エキス

麦卢卡日化B&H（化妆水）15+

营养成分渗透肌肤，牢牢锁住的滋润感
高效渗透化妆水 清爽型 改善粗糙 配合植物提取精华

麦卢卡蜂蜜和蜂王浆等成分配合制成的化妆水。
凝胶成分（保湿因子、榅桲）形成保湿膜，给予肌肤湿润感。隔绝肌肤问题，肌肤零负担，让肌肤水嫩光滑。

使用后  使用后6个小时 
6个小时之后肌肤状态仍然不变，持续保湿。（30代女性模特）


乳液的调节能力


保湿 肌肤保护 天然药草植物精华等16种特殊成分调配而成。


麦卢卡蜂蜜 榅桲 甘氨酰麦芽糖 蜂王浆 保湿因子

甘草甜素2k

天天然药草的滋润 甘草根提取精华 树皮树脂提取精华 柠檬擦提取精华 金盏花提取精华



*用手掌或者化妆棉等涂抹于面部之后，用手轻拍至皮肤吸收效果更佳。


洁面后取适量于手上，轻轻涂抹至面部。
*用手掌或者化妆棉等涂抹于面部之后，用手轻拍至皮肤吸收效果更佳。


Manuka 日化 B&H滴乳液15+
类型：保湿、肌肤调节乳液
容量：120ML
价格：2200日元（含税）




種別：保湿・整肌クリーム

内容量：40ｇ
価格：2,500円+税

ゲルは優れた水分活性能力と細胞活性化能力を持った液晶ゲルを採用。

お肌の細胞間脂質に似た構造になっており、バリアー機能が失われた肌に
細胞間脂質に代わる役割を果たし、お肌に潤いを保ちます。

保湿、お肌の保護、天然ハーブエキスなど13種類の特徴成分を配合。

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・ヒアルロン酸

お肌の保護 天然ハーブの潤い
・カンゾウ根エキス
・キハダ樹脂エキス

グリチルリチン酸2K

ローションなどで整えたお肌に、付属のスパチュラで適量を手に取り、お顔全体にな
じませてください。乾燥が気になる部分には重ねてご使用ください。

ご使用方法 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈジェルクリーム15＋

・グリシルコトレハロース
・ひまわり種子油
・ベタイン

・リピジュア
・シアバター
・ミツロウ

クリームの保湿力＆整肌力

塗布直後 6時間後

6時間経過後の肌保湿力キープ
（３０代女性モニター）

・トウキンセンカ花エキス

文本

Manuka日化 B&H啫喱膏15+


Manuka   B&H面霜15+

调节水油平衡，恢复光泽有弹性、肌理细致的年轻肌肤

保湿 保持肌肤活性 改善粗糙 提高防护功能  肌理

采用了水分活性能力和细胞活性化能力出众的液晶凝胶，与细胞间类脂质相似构造，能够有效替代老化肌肤细胞间类脂质，保持肌肤长久湿润

啫喱膏的保湿能力和肌肤调节能力

刚涂完     6个小时以后  六个小时之后持续保湿（30代女性模特）

麦卢卡蜂蜜 磷脂质聚合物 甘氨酰麦芽糖 蜂王浆 牛油果树果脂油 葵花种子油

甘草甜素2k

天然药草的滋润 甘草根提取精华 金盏花提取精华 树皮树脂提取精华

进行涂抹化妆水等基础护肤步骤之后，用附带的刮勺取适量，细致涂抹于面部。干燥之处可重复涂抹

Manuka日化 B&H啫喱膏15+
类型：保湿、调整肌肤
重量：40g
价格：2500日元 （含税）




◆肌の凹凸がなくなって手触りがよくなって肌がすごく安定してきました！
◆肌のキメが細かくなった気がします。毛穴も目立たなくなってきた。
◆塗れた手で使えるので入浴時にしっかり汚れ落としできてありがたい。
◆首筋、デコルテにも、たっぷり使っています。

◆フェイスラインの大人ニキビの赤みがひいて小さくなりました！
◆潤いはあるのにベタベタしないので使用感は◎です。
◆翌朝にはもっちりしっとりツルツルの肌になります。
◆浅いシワなら一度で目立たなくなりました！

◆ベタつくのが苦手ですが、潤うのにサラッとしているのが良いですね。
◆肌の調子がよくなってお化粧のノリがよくなりました。

◆保湿力が優秀！朝つけて夕方お肌を触ってみると、ふっくらもち肌なの
がとても嬉しいです！

Manuka 客户反馈


皮肤表面的凹凸感不见了，摸起来很细腻，肌肤变得越来越好。
能感觉到肌肤纹理变细致了，毛孔也不那么突出。
用在手部，洗澡时能清楚地看到污垢被洗掉，真是太难得了。
脖颈和后颈处也充分的使用了。


成年人面部发红的痘痘变小了。
湿润却不油腻，使用起来非常好。
第二天起来皮肤变得柔软细腻，滑溜溜的。
不那么深的皱纹只用一次就变得不明显了！


Manuka  B&H化妆水 15+


Manuka B&H洁面乳15+


Manuka  B&H面霜15+


不喜欢油腻腻的，这个湿润且清爽，非常好。
皮肤状况得到了改善，用化妆品也变得不那么难受了。
保湿能力超级棒！早上涂了之后傍晚一摸皮肤还是水润的，超开心。



種別：100日熟成マヌカハニー洗顔石鹸〈枠練り〉

内容量：100ｇ
価格：1,800円+税

マヌカハニー(保湿成分)を15%も含有した洗顔石鹸です。高密度でクリーミーな泡
が毛穴の汚れを落とします。コラーゲン・ローヤルゼリーも配合し、さっぱりなのに
しっとりなめらかな艶肌に。

保湿、お肌の保護、天然ハーブエキスなど、7種類の特徴成分を配合。

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー

お肌の保護 天然ハーブの潤い
カンゾウ根エキスグリチルリチン酸2K

水またはぬるま湯でよく泡立たせてお使いください。その後、よく洗い流してください。
※市販の泡立てネットを使うと、より泡立ちます。
※デリケートな石鹸ですので、ご使用後はできるだけ湿気の少ないところで乾燥・保管してください。
※乾燥肌、敏感肌の方には夜のお手入れはクレンジングのみをオススメします。

ご使用方法 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈソープ15＋

・低分子コラーゲン
・ヒアルロン酸

1円玉で泡の弾力時間
を確認（５分キープ）

しっかりとした泡で逆さに
しても落ちない

・オリーブ油

洗顔後の保湿感 洗顔後、スキンケアを行わず、肌状態をチェック

洗顔直後 7時間後

7時間経過後の肌の
キメ。
保湿力キープ
（2０代女性モニター）

Manuka B&H美容皂15+


柔软泡沫洁面，赶走暗淡。 100天成熟石碱。


皮肤暗沉 分泌皮脂 痘痘肌 全身OK

含有15%麦卢卡蜂蜜保湿成分的美容皂。高密度的奶油泡沫能够深入清洁毛孔，配合胶原蛋白和蜂王浆，让肌肤变得清爽湿润有光泽。


麦卢卡蜂蜜 橄榄油 低分子胶原蛋白 蜂王浆 透明质酸

甘草甜素2k

天然药草的滋润 甘草根提取精华

洁面后的保湿度  洗脸后未使用护肤品的肌肤状态

配合使用7种特殊成分的保湿，肌肤保护因子，天然药草精华等


洁面后  7个小时之后 经过7个小时后的肌肤纹理。持续保湿力（20代女性模特）


用自来水或者温水打出泡沫使用，之后用水冲洗干净。
*借助沐浴球等起泡沫更快更多
*使用后请尽量放置于湿气少的地方干燥保管
*干燥肌、敏感肌在晚上护理时配合洁面乳使用更佳。


Manuka日化 B&H美容皂15+
种类：100天成熟麦卢卡蜂蜜美容皂
重量：100g
价格：1800日元（含税）




種別：美容液（オールスキン）
内容量：30ｍL
価格：3,200円+税

お肌の悩みは人それぞれ。年齢を重ねるごとにその悩みは増えていくもの。
マヌカコスメモイストリペアエッセンスはこれ1本で様々な肌悩みに働きかけ、
保湿+肌ケアを兼ねた栄養たっぷりのオールワン美容液です。

マヌカハニー・ローヤルゼリー・植物性プラセンタエキス・植物性セラミド（保
湿成分）や、シンエイク®（ハリ感アップ成分）などの成分がお肌の悩みに集
中的にアプローチします。

保湿、お肌の保護、天然ハーブエキスなど、バランスのとれた12種類の特徴成分を配合。

朝晩、化粧水のあとに、スポイトで適量（数滴）を手のひらに取り、顔全体になじませ
て下さい。気になる部分には、さらに指先で重ねていただくと効果的です。

ご使用方法 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈモイストリペアエッセンス15＋

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・リピジュア
・ヒアルロン酸

バリア機能
植物性セラミド

ハリ・弾力
・シンエイク
・アルジレリン

美白
・ビタミンC誘導体
・甘草根エキス

透明感
ウメエキス

エイジケア
プロテオグリカン（EGF)

毛穴ケア
アーチチョークエキス

Manuka   B&H 保湿精华 15+

高保湿&保养修护 针对具体问题未知的肌肤

抗衰老 美白 改善粗糙 痘痘肌 毛孔缩小  肌肤弹性 保湿 通透感 肌理

每个人的肌肤问题各不相同，随着年龄的增长各种问题也逐渐增多。Manuka日化的保湿精华是一瓶能够改善各类肌肤问题、兼顾保湿与护肤效果、营养充足的一体化美容液。
Manuka日化保湿精华含有麦卢卡蜂蜜、蜂王浆、胎盘素提取净化、植物性神经酰胺（保湿成分）、等成分，能够一举解决各种肌肤问题。

保湿、肌肤保护、天然药草提取物等，12种特殊成分均衡配置而成。


麦卢卡蜂蜜 蜂王浆 保湿因子 透明质酸

防护功能 植物性神经酰胺


保持弹性 　シンエイク 六胜肽

抗衰老 表皮细胞生长因子


通透感 梅提取精华


毛孔收缩 蓟提取精华


美白 维他命C诱导体 甘草根提取精华

早晚使用化妆水后，用滴管取适量（几滴）放于手掌，涂抹至面部。可用手指轻轻按压效果更佳

Manuka日化 B&H 保湿精华 15+
类型：美容液
重量：30ML
价格:3200日元（含税
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マヌカコスメ 商品Ａ

クレンジング・石鹸・ローション・クリームを
使用した後の水分量の変化

【結果】

時間の経過と共に水分量は減っていくが、マヌカコスメは、

肌内側の水分と、空気中の水分を吸収し水分拡散を緩和し

ていることが分かる。

（20代女性モニター）

护肤步骤

根据以下顺序使用护肤效果更佳

卸妆&洁面→ 美容皂→渗透化妆水→保湿精华液→面霜



Manuka日化 商品A
使用洁面霜·石碱·卸妆水·凝霜后的水分变化

随着时间的推移水分减少，但是manuka护肤品能够吸收肌肤内侧和空气中的水分，缓和水分扩散。
（20代女性模特）



種別：多機能美容液ゲル
内容量：80ｇ
価格：4,000円+税

業界で初めて、マヌカ蜂蜜をカプセル化した技術に成功。

フレッシュマヌカハニーがお肌で弾けて活性パワーの効力をそのままお肌にお届
けします。同時に贅沢な美容成分がお肌にスッとなじみ、潤いを与えます。

1品6役オールインワンゲル【化粧水】【美容液】【乳液】【クリーム】【パック】【マッサージ】

朝晩の洗顔後、適量（直径2cmくらい）を付属のスパチュラで手に取り、お顔全体にな
じませてください。※乾燥が気になる部分には重ねづけしてください。
多めに手にとり、パックやマッサージとしてご使用いただけます。

ご使用方法 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈオールインワンゲル15＋ -

忙しいママに

働く女性に

時短ケア

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・高分子ヒアルロン酸
・低分子ヒアルロン酸

エイジケア
・プロテオグリカン（EGF)
・プリンセスケア®
・ナールスゲン®
・キュアパッション®

ハリ・弾力
・サクシニルアテロコラーゲン
・高分子コラーゲン
・低分子コラーゲン
・エラスチン

美白
・植物プラセンタ
・シンデレラケア®
・ビタミンC誘導体

抗炎症
・グリチルリチン酸2K
・クチナシエキス

血行促進
・ビタミンE
・プロビタミンB5
・ナツメエキス

Manuka 一体化凝胶15+

仅10秒就能全身美容的六合一功能一体化凝胶

保湿 抗衰老 美白 抗炎症 瘦脸
业界首次获得麦卢卡蜂蜜胶囊化技术的成功。
让新鲜蜂蜜中使肌肤重获活力的成分直达肌肤，同时给肌肤补给奢侈美容成分，让肌肤保持长久湿润。
麦卢卡蜂蜜 植物纤维素 

涂抹时最外层的植物纤维绽开，里层的粉末在肌肤表面扩散

内层的植物纤维裂开，露出的麦卢卡蜂蜂蜜直接额基础皮肤

与凝胶一同渗透肌肤。


麦卢卡蜂蜜 蜂王浆 高分子透明质酸 低分子透明质酸


抗衰老 表皮细胞生长因子 Princess护肤 nahls护肤 curebastion


弹性 琥珀酰去端肽胶原 高分子胶原蛋白 低分子胶原蛋白 弹力素


美白 植物胎盘 Cinderella护肤  维他命C诱导体

抗炎症 甘草甜素2k  栀子提取精华


促进血液循环 维他命E   Pro维他命B5 枣提取精华


早晚洁面后，用附带刮勺取适量本产品（直径2cm左右）细致涂抹于面部。干燥部分可重复涂抹。
也可以大量使用来做面膜或者面部按摩。


Manuka日化 一体化凝胶15+
种类：多功能美容凝胶
重量：80G
价格：4000日元（含税）




麦卢卡化妆品特别护理




種別：洗い流すマッサージゲル
内容量：250mL

価格：1,600円+税

肌のゴワツキが気になった時に使える、ポロポロ角質が取れるピーリングジェル
です。春や夏など露出が増える時期のヒジやカカト、寒い時期に白く粉をふき、ガ
サガサになる膝にもお使いいただけます。
もちろんお顔にも毎日使える肌に優しい処方に仕上げました。
その優しい処方の秘密は、お肌に嬉しい美容成分を13種類配合。
肌の表面を傷付けず、不要な汚れや角質をからめ取ります。

1.洗顔後、お肌の水分をよくふき取ります。適量を手に取り、顔全体やざらつきの気になる部位にのばします。
2. やさしくマッサージするようになじませ、ポロポロが出てきたら水またはぬるま湯でよく洗い流してください。
3. その後、化粧水などの普段のお手入れをしてください。
4. お肌のコンディションに合わせて、お手入れしてください。

ご使用方法 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈピーリングジェル15＋

お顔のケアに

肘・膝

踝・カカト

お肌にうれしい13種類の保湿・美容成分配合
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・ヒアルロン酸

・コラーゲン
・リン酸アスコルビルMg

・カンゾウ根エキス

・ホップエキス
・レモン果実エキス

・セイヨウオトギリソウエキス

・サボンソウエキス
・トウキンセンカ花エキス
・ゴボウ根エキス

・セージ葉エキス

きれいなお肌の状態 角質が溜まった状態

まるで
消しゴム！

麦卢卡化妆品B＆H去角质凝胶15+


清除黑头及老化角质，重现肌肤光泽


抚平粗糙 消除暗沉 角质护理 消炎 保湿
用于脸部、肘部、膝部、脚踝及脚后跟皮肤的护理
这是一款有效去除死皮角质的凝胶护肤产品，让您再也不必为粗糙的肌肤感到烦恼
可用于春夏季节裸露时间较长的手肘和脚跟，寒冬期间起皮的肌肤，以及膝部皮肤，缓解肌肤粗糙干燥的状况
配方温和，可每日用于脸部


温和配方的秘密就在于，此款产品添加了肌肤所喜爱的13种美容成分


在不伤害肌肤表层的同时，去除多余的污垢和角质
含肌肤喜爱的13种美容保湿成分
麦卢卡蜂蜜  胶原蛋白  啤酒花提取物  肥皂草提取物
蜂王浆  抗坏血酸磷酸镁  柠檬果提取物  金盏花提取物
透明质酸  甘草根提取物   圣约翰草提取物   牛蒡根提取物 
鼠尾草叶提取物


干净肌肤的状态；                  角质堆积的状态

简直就像橡皮擦哦


洁面后，擦干皮肤上的水渍，取适量产品于手心，涂抹全脸及感到粗糙的部位轻轻按摩肌肤，出现块状物体后，用清水或温水冲洗干净清洗完成后，正常使用化妆水等护肤品
请结合您的皮肤状态进行使用


麦卢卡化妆品B＆H去角质凝胶15+
种类：冲洗按摩型凝胶
容量：250ml
价格：1600日元（不含税）




種別：美容液含有バイオセルロースマスク
内容量：1回分(25mL/1枚)
価格：600円+税

保湿
・マヌカハニー
・ヒアルロン酸
・レッドクローバーエキス

ハリ
コラーゲン

引締め
メリロートエキス

艶 美肌活性
・8種のアミノ酸・ピクノジェノール

・植物様プラセンタエキス

1. アルミ袋から取り出し、シートを広げ、片方の不織布を外します。
2. 初めに目・鼻・口の位置を合わせます。
3. 残っている不織布を外し、顔の輪郭に合わせて指でなぞりながらシートをお肌に密着させてくだ
さい。
4. そのまま15～20分前後置いてからシートを取り外します。肌に残った美容液は手で充分に馴染
ませてください。

ご使用方法 ※洗顔後にご使用ください。 マヌカコスメ Ｂ＆Ｈココマスク15＋

バイオセルロースマスク

一般的な不織布のマスクは時
間経過とともにマスクの水分量
が蒸発し、浮いてきました。
一方、バイオセルロースマスク
はマスクの水分量に変化はなく、
密着した状態が続きました

週に 1～ 2回の
スペシャルケア

保湿・ハリ・透明感・引締め成分にプラス8種類のアミノ酸をふんだんに配合
しました。バイオセルロースマスク使用で、マスクをしながら、ストレッチや家
事をしてもズレ落ちず、マスクにたっぷり染込んだ美容エキスが肌の角質層
の隅々まで浸透。乾燥が気になるお肌や、特別な日のスペシャルケアとして
お使いください。

経過15分後に
比較しました！

一般的な不織布のマスク

约含一整瓶美容液的超强贴合的生物纤维面膜


保湿 紧致 收紧 光泽   

保湿，紧致，透亮，收紧成分中加入了8种氨基酸成分。 使用生物纤维素面膜，即使一边做家务一边敷面膜也不会脱落，面膜中所含的大量美容液，可渗透到肌肤的每个角落。 请在肌肤出现干燥，或想在特别的日子进行护理时使用。

15分钟后的效果对比！


一般无纺布面膜随着时间的推移，面膜中的水分不断蒸发，面膜不再贴附
而生物纤维素面膜的含水量并没有发生变化，仍紧贴着肌肤


麦卢卡蜂蜜 透明质酸 红三叶草提取物 

紧致  胶原蛋白  木樨提取物 

收缩  木樨提取物


光泽  碧容健  植物的胎盘提取物


肌肤活性   8种氨基酸


从铝袋中取出面膜并展开，然后取出一块无纺布。
首先对准眼睛，鼻子，嘴巴的位置。
取出剩余的无纺布，配合脸部轮廓，用手指并按压使其与皮肤紧密贴合。
15~20左右分钟后 取下面膜，按摩面部让残留在脸部的美容液充分吸收。


种类：含生物纤维素面膜
容量：一次（25ml/1张）
价格：600日元（不含税）


周1-2次特别护理




◆肌がすべすべに。その後の化粧水の浸透力がすごく良かったです。
◆ピーリング後の肌が白くなったような気がします。
◆仕上がり後のつっぱり感もなく、お肌もすっきりです。
◆色々な美容成分が入っているようなので、安心して使えます。

◆凄くしっとりするのにべたつかなくてとても良い使い心地です。
◆肌に吸い付く感じが好きです。
◆袋に入っているたっぷりの美容液を絞り出してパックの上から
浸透させました！それでも多かったので、デコルテや腕にも使いました。

麦卢卡化妆品  来自消费者的心声


肌肤滑溜溜。使用后化妆水更易吸收。
*去除死皮角质后的感觉皮肤变白了
*使用后皮肤没有紧绷感，皮肤干净透彻
*富含有多种美容液成分，可以安心使用


麦卢卡化妆品 去角质凝胶15


麦卢卡化妆品B＆H去角质凝胶15+


*超级好用，很滋润但不粘腻
*喜欢紧紧贴在皮肤上的感觉
*挤出袋里大量的美容液到面膜上后，还有多的美容液抹在了脖子和胳膊上




種別：リップクリーム
内容量：3g
価格：650円+税

唇に使うから・・・4つのフリー

シリコン・鉱物油・防腐剤・合成着色料フリー

適量を指先にとり、唇にすり込むようになじませます。

ご使用方法 マヌカコスメ リップエステバーム
＋

唇のエステをコンセプトに開発された「マヌカコスメ リップエステ
バーム」。

マヌカハニー・シアバター・ミツロウが唇の乾燥を防ぎ、潤いを与え
ます。

伸びがよく、さらっとしたつけ心地なのに、

とろけるような潤い感をずっとキープします。

蜂蜜の
香り

99.7%都是美容液成分的护唇霜。给你弹嫩之唇！！


滋润 饱满 光泽 预防干枯 富含保湿成分
这是一款基于唇部美容概念而开发的《麦卢卡化妆品 唇部美容香脂》
麦卢卡蜂蜜.乳木果油.蜂蜡可预防唇部干枯，保持滋润。
涂抹后感觉舒服，仿佛融化于嘴唇般的长效滋润效果


因为用于唇部，所以我们有四大不含


不含硅油·矿物油·防腐剂·合成色素


用指尖取适量产品，涂抹于唇部

麦卢卡化妆品　唇部美容香脂
类别：护唇霜
容量：3g
价格：650日元（不含税）




種別：ハンドクリーム
内容量：50g
価格：800円+税

マヌカコスメ ハンド＆ネイルエステジュレ
ゆずの
香り

手指のカサつきが気になる部位、爪・甘皮などに適量をお使い
下さい。

ご使用方法

保湿
・マヌカハニー
・セラミド（スフィンゴ脂質）
・グリコシルトレハロース

手・指・爪のケア
・シアバター
・ホホバオイル
・カミツレ花エキス

6つのフリー

動物油フリー・シリコンオイルフリー・石油系界面活性剤フ
リー・パラベンフリー・尿素フリー・無着色

・セラミド様物質
・ビタミンB5誘導体
・ビサボロール
・グリチルリチン酸２Ｋ

保湿成分のセラミド・シアバター・ホホバオイルを配合し、乾燥

が気になる季節の肌荒れを防ぎ、潤いを与えてくれます。手指

のみではなく、爪のキューティクルも整えてしっとりと柔らかな

手先へ。保湿成分のセラミド・シアバター・ホホバオイルたっぷ

り配合なのに、すぅ～っと伸びて軽やか。爪のキューティクルも

整える嬉しいエステ品質。

保湿

让干燥粗糙的手指变得滋润又柔软


保湿  预防干枯 手指柔滑 指甲护理 富含保湿成分

含神经酰胺.乳木果油.荷荷巴油保湿成分，在干燥的季节，有效滋润，防止干枯。 不仅是手指，还能护理指甲的角质层，保持手指湿润且柔软。 含大量神经酰胺.乳木果油.荷荷巴油保湿成分，它迅速而轻盈地蔓延。 指甲角质层也能得到护理的优良质量


保湿：麦卢卡蜂蜜 神经酰胺（鞘脂） 糖基海藻糖


保湿：乳木果油 荷荷巴油 甘菊花提取物


手.手指.指甲的护理：神经酰胺类物质 维生素B5衍生物 红没药醇 甘草酸2K

六大不含

不含动物油、硅油、石油类表面活性剂、防腐剂、尿素、色素


麦卢卡化妆品　手&指甲护理膏
类别：护手霜
容量：50g
价格：800日元（不含税）                       柚子的清香




種別：かかと角質柔軟保湿クリーム
内容量：30g
価格：1,200円+税

保湿
・マヌカハニー
・シアバター

角質柔軟
濃グリセリン（ヤシ）

整肌
プレミアムアルガンオイル

適量を指先に取り、かかとや足裏など乾燥の気になる部分によく擦り込むように塗ってください。
ヒジやヒザのかさつきにもご使用いただけます。
※使用量目安：片足のかかとに対して小豆粒大。
※塗った直後にフローリングなど床を歩く際、すべりやすくなっている場合がありますので、お気をつけください。

ご使用方法 マヌカコスメ カカトにエステジュレ

潤い成分のグリセリン（ヤシ由来）を配合。
シアバター・オリーブオイル・マヌカハニーなどの植物由来
成分が滑らかなかかとに整えます。

スッキリ爽やかローズマリーの香り。

15日間塗布した結果

・ローヤルゼリー
・オリーブ油

6つのフリー
鉱物油フリー・合成界面活性剤フリー・

パラベンフリー・無香料・無着色・アルコールフリー

かかと全体の乾燥が改善 乾燥と粉が吹いた状態が改善

不剥皮.不刮手的角质护理。给您柔嫩似婴儿的脚后跟


保湿 软化角质 脚跟光滑 改善起皮
富含甘油保湿成分（取自棕榈）
萃取乳木果油·橄榄油·麦卢卡蜂蜜等植物成分，令脚后跟光滑滋润
清爽的迷迭香的芬芳


涂抹15天后的效果如下图所示


脚后跟的干枯现象整体得到改善                  干燥和脱皮现象得以改善


保湿：麦卢卡蜂蜜 蜂王浆 乳木果油 橄榄油


软化角质：浓缩甘油（棕榈）


皮肤调理：优质摩洛哥坚果油


6大不含
不含矿物油、合成表面活性剂、防腐剂、香料、色素、酒精


使用方法：取适量产品于指尖，擦拭脚后跟、脚底板等感觉干枯的部位，亦可用于手肘和膝盖等较为突出的部位。
*用量：单脚后跟取豆子大小
*使用产品后，在木地板等地板上行走时，可能滑倒，请小心。


麦卢卡化妆品　脚后跟护理霜
类别：脚后跟软化角质保湿霜
容量：30g
价格：1200日元（不含税）




◆さらっとした感じのクリームでした！
つけた後はしっとりして、べたつかないのがいいです。
◆手指だけでなく、爪のキューティクルケアもできる。
◆ゆずの香りがとっても好きです🎵

◆足裏全体の乾燥に悩んでいますが、こちらは高密着・高保湿なので
とっても重宝しています。ほんのり温かくなるところがお気に入りです。

◆塗った直後は少しベタ付きますが、堂々と安心して
サンダルが履けるようになり手放せません。

◆夜寝る前に塗って、朝起きても潤ってました！
◆少量でとてもよく伸びるので結構長持ち。
◆暑い時期でもベタつかず、素材も安心でいい香り🎵

麦卢卡化妆品  来自消费者的心声


*睡觉前涂一遍，第二天早上起来真的变滋润了！
*用量少、易涂抹、效果持久
*即使是炎热的天气也不感觉到黏腻，产品用料令人安心，气味也很香甜


*一直苦恼于脚底板的干枯问题，这款产品贴敷效果好，保湿性高，非常爱用，很中意使用后一点点变温润的感觉

*虽然涂了之后有一点粘性，不过可以放心大胆地穿凉鞋，爱不释手


*这是一款用起来非常清爽的产品，使用后很滋润，一点也不粘腻

*不仅是手指，指甲角质层也能得到护理

*非常喜欢它柚子的清香


麦卢卡化妆品　唇部美容香脂


麦卢卡化妆品　手&指甲护理膏


麦卢卡化妆品　脚后跟护理霜




種別：目元用バイオセルロースマスク
内容量：1回分(7mL/2枚)
価格：175円+税

1. 洗顔後、化粧水または美容液でお肌を整えた後にお使い下さい。
2. 不織布を手元ではがし、真ん中のゲルのシートを目の下やほうれい線に軽
く抑えて密着させます。
3. 貼ったまま、15分程パックした後、シートをはがし手持ちのクリームなどで肌
を整えてください。

ご使用方法 ※洗顔後にご使用ください。

マヌカコスメ Ｂ＆Ｈアイリッチマスク15＋

ふっくらキメ、弾むようなハリ、目元のエイジケア。乾燥しがちな目
元にピタッと密着。疲れた目元にひんやり気持ちいい目元マスク。

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・ヒアルロン酸

ハリ
・コラーゲン
・カラスムギエキス
・シンエイク

抗酸化
・α-アルブチン

種別：美容液含有多用途バイオセルロースマスク
内容量：1回分(7mL/2枚)
価格：600円+税

1. 洗顔後や清潔なお肌にお使いください。
2. 袋を開けてマスクを1枚ずつ取り出し、保護剤（不織布・ネット）を剥
がし気になるところにご使用ください。
3. ご使用時間は10～15分をめどにお剥がしください。

ご使用方法 ※洗顔後にご使用ください。

マヌカコスメ Ｂ＆Ｈマルチエステマスク15＋

気になるサインのある部位に自由に使え
るバイオセルロースのマルチマスク。コ
ラーゲン・ヒアルロン酸・セラミドなど保湿
ケア成分をたっぷり配合しています。

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・セラミド ※セレブロシド

エイジケア
・コラーゲン
・ヒアルロン酸
・エラスチン

艶
・植物プラセンタ様成分
※アロエ・クロレラ・カッコン
・アロエ

眼部集中护理

保湿 紧致 皱纹改善 抗氧化
让肌肤饱满、紧致富有弹性的眼部抗衰老护理。
这是一款紧贴易干燥的眼部，令疲惫的双眼感到清凉舒适的眼贴

保湿 紧致 皱纹改善 抗氧化
让肌肤饱满、紧致富有弹性的眼部抗衰老护理。
这是一款紧贴易干燥的眼部，令疲惫的双眼感到清凉舒适的眼贴

保湿：麦卢卡蜂蜜 蜂王浆 透明质酸


紧致：胶原蛋白 燕麦提取物


抗氧化：α-熊果苷


使用方法：*洁面后使用
洁面后，用化妆水或者美容液调理肌肤后使用
撕下无纺布，轻轻地将凝胶片敷在眼睛下方和法令线指尖，轻轻按压使其紧密贴合于面部
静敷15分钟，摘下眼贴后涂抹乳液护理肌肤


麦卢卡化妆品　B＆H眼膜15+
类别：B＆H眼膜15+
容量：一次（7ml/2张）
价格：175日元（不含税）


面部.颈部. 颈线.手背等的抗衰保湿&安定


保湿  抗衰  安定 光泽
这是一款可自由使用于，出现细的部位的富含生物纤维素的面膜
富含拉根·透明质酸·神经酰胺等多种保湿成分



保湿：麦卢卡蜂蜜 蜂王浆 神经酰胺*脑苷脂


抗衰护理：胶原蛋白 透明质酸 弹性蛋白


光泽：植物胎盘般的成分※芦荟/小球藻·Cupcon 芦荟


使用方法：*洁面后使用
洁面后，在肌肤清洁的状态下使用
打开包装袋，取出一枚一枚地面膜，撕下保护剂（无纺布/网），敷于
静敷10-15分钟后取下



麦卢卡化妆品　B＆H多重美学面膜15+
类别：多用途美容液生物纤维素面膜
容量：一次（7ml/2张）
价格：600日元（不含税）




種別：ボディクリーム（オールスキン）
内容量：250g
価格：1,400円+税

適量をとり、首・デコルテ・腕・足などマッサージするように全身になじませてください。
※クリームがこぼれないように、蓋を開ける時は容器を水平にして開けてください。

ご使用方法

マヌカコスメ ボディ＆ネックエステジュレ

ハリ
ト・コラーゲン

・アルジレリン®

肌荒れ予防
・グリチルリチン酸2K
・カンゾウ根エキス
・トコフェロール

整肌
・レシチン
・コメヌカ油
・アラントイン

保湿
・マヌカハニー
・ローヤルゼリー
・ヒアルロン酸

桃の
香り

保湿成分と美肌成分をたっぷ
り配合し、肌に潤いを与えま
す。植物由来の油分を配合し
ており、驚くほどぷるぷるモチ
モチ肌に。ベタつかず、吸い
付くような柔らかい肌に導きま
す。ボディ以外にも、首やデコ
ルテにもご使用頂けます。

・シアバター
・アルガンオイル
・ホホバオイル

・ベタイン
・植物性セラミド
・グリセリン

エモリエント
・スクワラン
・オリーブオイル

種別：ボディクリーム（オールスキン）
内容量：250g
価格：1,400円+税

適量をとり、首・デコルテ・腕・足などマッサージするように全身になじませてください。
※クリームがこぼれないように、蓋を開ける時は容器を水平にして開けてください。

ご使用方法

マヌカコスメ ボディ＆ネックエステジェラート

ハリ・エイジケア

・コラーゲン
・アルジレリン®
・植物性プラセンタ

肌荒れ予防
・グリチルリチン酸2K
・トウキンセンカ花エキス
・ヨクイニンエキス

引締め
・アーチチョーク葉エキス
・ハマメリスエキス

レモン
の香り

ひんやりみずみずしい感覚の
ボディジェル。
紫外線によるダメージや空調
による乾燥で元気の無くなっ
たお肌を潤いの保護膜で包み
込み、心地良いクール感とと
もに、ハリ・ツヤに満ちた柔ら
かな素肌へと導きます。

保湿
・マヌカハニー
・ベタイン
・レシチン

透明感
・ピクノジェノール
・ソウハクヒエキス
・ビタミンC誘導体

バリア機能
・シルクエキス

身体&颈脖 美容霜
身体&颈脖 美白霜

充分添加保湿及美肌成分，使肌肤滋润水嫩。配合植物油，带来意想不到的细腻柔软肌。不粘乎。也可用于身体以外，如脖子，肩颈等

麦卢卡蜂蜜  　乳木果油            甜菜碱 　　　　　　深海鲛鱼
蜂王浆　　　摩洛哥坚果油      植物性神经酰胺　　橄榄油
透明质酸　　霍霍巴油　　　  甘油

紧致肌肤

清爽质地的身体凝胶

诱导皮肤柔软细腻，有弹性的身体乳

令肌肤清爽，水嫩的身体凝胶。阻挡紫外线的伤害及空调带来的令肌肤没有光泽的干燥感，形成肌肤保湿保护膜，且质柔软的身体霜让肌肤保持弹力，有光泽。

麦卢卡蜂蜜          碧容健                    蚕诱提取物
甜菜碱.　　  　 桑树提取物
卵磷脂.             维他命C诱导体

隔离性机能

紧致肌肤

弹力

预防肌肤干燥

肌肤调理

软膏

骨胶原     　　    干草酸2K         　　　　　　卵磷脂
祛皱复合肽 　　 光果甘草根提取物                 稻糠油
                      　   维他命E　　　　　　　尿囊素

骨胶原     　            　　甘草酸２K　                  菜蓟叶提取物
祛皱复合肽                    金盏花花提取物　　  北美金缕梅提取物   
 植物性胎盘               　 苡仁精华

取适量身体乳，一边按摩一边均匀涂抹于肩颈，手部，脚部等部位。
**为防止身体乳溢出，在打开本品盖子的时候请水平放置。

取适量身体乳，一边按摩一边均匀涂抹于肩颈，手部，脚部等部位。
**为防止身体乳溢出，在打开本品盖子的时候请水平放置。

水蜜桃香型

柠檬香型



麦卢卡健康生活    日常护理
麦卢卡辅助自然食品



種別：歯磨き粉
内容量：100g
価格：1,200円+税

天然成分
・マヌカハニー
・ティーツリー

天然発泡剤
ソープナッツエキス

適量を歯ブラシに取り、歯と歯ぐきをブラッシングしてください。
①歯ブラシは鉛筆を持つように軽く持つのがオススメです。
②歯の表面に対して45°の角度で小刻みにやさしく動かしま
しょう。
③歯磨きは順番を決めて磨くことにより、磨き残しを防ぎます。
※蜂蜜を配合しているため、1歳未満の方のご使用はお控えください。

ご使用方法

マヌカライフナチュラルデンタルペースト15+

マヌカハニーに含まれる糖はフルクトース（果糖）とグルコース（ブドウ糖）という成分です。これらは、虫歯
を促進するスクロースとは異なり、虫歯の原因にはなりにくい糖分と言われています。
また、蜂蜜に含まれたリン酸カルシウムには、歯のエナメル質が溶けるのを軽減する作用もあります。
虫歯、口臭、歯周病、歯槽膿漏など、口内トラブルを抑え、お口を健やかに保ちます。

・プロポリス
・マスティックオイル

6つのフリー

研磨剤フリー・合成香料フリー・人工甘
味料フリー

パラベンフリー・アルコールフリー・合成
着色料フリー

特有成分を含んだ4つの天然成分（マヌカハニー・プロポリス・ティーツリー・マ
スティックオイル）が口当たりやわらかく口内環境を整えます。

研磨剤を使用しておらず、天然由来の発泡剤ソープナッツエキスがやさしく口
内を洗浄します。お口を健やかに保ち、ハーブの爽快感が持続します。

柔らかな
ジェルタイプ

特别添加四种天然成分（麦卢卡蜂蜜，蜂胶，茶树，乳香油），口感柔和且有效呵护口腔，使用天然无患子提取物来代替普通研磨剂起泡，对牙齿伤害更小。在保持口腔健康的同时更能持久散发清新口气。
与造成蛀牙的蔗糖不同，麦卡卢蜂蜜主要由果糖及葡萄糖组成。
此外，蜂蜜中含有的磷酸钙能有效减少牙釉质受损，抑制蛀牙，口臭，牙周病，脓漏等口腔问题。

麦卢卡蜂蜜     蜂胶
茶树提取        乳香油

无患子提取物

取适量本品于牙刷上，仔细清洁牙齿表面
1.建议轻持牙刷，不必太过用力
2.与牙齿表面呈45度角刷牙，更能深入清洁牙齿
3.按一定的顺序刷牙可防止刷漏的情况
犹豫本品由蜂蜜成分，因此一岁以下幼儿请注意不要使用

6种不含

无研磨剂，无合成香料，无人工香料，无苯甲酸酯，无酒精，无合成色素

MARUKA蜂蜜刷牙粉能消除原生菌！口腔清爽。



種別：洗口液
内容量：580mL
価格：1,400円+税

天然成分
・マヌカハニー
・ティーツリー

潤い成分
・シロキクラゲ多糖体
・ヒアルロン酸
・コラーゲン
・アセチルグルコサミン

適量10mL～15mL（キャップ半分位）を口に含み、20秒～30秒程すすいでからはき出した後、
ブラッシングをしてください。
※使用後はキャップをしっかりと閉めて保管してください。

※朝夕の歯磨き後の仕上げに、またお口のニオイが気になる時や、お口をさっぱりさせたい
時などにご使用ください。
※蜂蜜を配合しているため、1歳未満の方のご使用はお控えください。

ご使用方法

マヌカライフナチュラルデンタルリンス15+

・プロポリス
・マスティックオイル

4つのフリー

サッカリンフリー・合成香料フリー・

パラベンフリー・合成着色料フリー

コラーゲンなどの潤い成分配合で、洗浄するだけではなく口腔内を
潤し、気になる口臭も防ぐ新感覚のデンタルリンスです。

まるでお口の美容液のようなクセになる使い心地。歯磨きだけで
は届きにくい部位の洗浄に。

歯を丈夫にし虫歯を防ぐ、天然甘味料のキシリトール配合。

プロポリスと
蜂蜜の自然な色

低刺激タイプ

・グリチルリチン酸2K

・アラントイン
・グリセリン

麦卢卡清新自然牙科药剂

MANUKA清新自然牙科药剂
预防口干、蛀牙、口臭、牙垢。滋润漱口水

搭配胶原蛋白等滋润成分，不仅清洁口腔，也滋润口腔和防止让人在意口臭的牙科药剂。
就好像使用口腔美容液的心境。洗净刷牙也不能清洗的部位。
让牙齿更坚固、防止蛀牙，搭配了天然甜味料木糖醇。


成分   蜂蜜、蜂胶、精油、有机油


保湿成分   银耳多糖、甘草酸2k、透明质酸、尿素、胶原蛋白、甘油、乙酰胺


四个不含

无糖精、无合成香料、无苯甲酸脂、无着色


适量10ml~15ml（盖子一半）含进口中，漱口20秒~30秒左右吐出后，请清洗口腔。
使用后请把盖子改好，密封保存。
请早晚刷牙后，或口有让人不适的气味时，或想让口腔清新的时候使用。
因为配有蜂蜜，未满1岁的儿童请谨慎使用。


MANUKA清新自然牙科药剂
种类：漱口液
内容量：580ml
价格：1400日元（含税）




種別：のど飴，キャンディ
内容量：73g(個包装込み）
価格：600円+税

原材料名：砂糖、水飴、はちみつ（マヌカハニー）、
オリーブオイル

マヌカプラス マヌカハニーをそのまま包み込んだのど飴

うれしい新習慣。いつでもどこでも手軽にマヌカハニー！

【栄養成分表示（1製品70g当り）】

原材料・栄養成分表示

•エネルギー…274.4 kcal
•脂質…0.49 g
•食塩相当量…0 g
•表示は推定値

•たんぱく質…0.14 g
•炭水化物…67.3 g
•マヌカハニー500mg（1粒中）

●はちみつを原材料として使用していますので、乳幼児には与えないでください。

2017年モンドセレクション銀賞受賞

1粒あたり
約20Kcal

こだわり①

日本産の厳選
素材を使用
国内産の水飴に

マヌカハニーを練
り込みました。
品の良い甘さです。

こだわり②

真ん中にも
マヌカハニー
マヌカハニーそのも
のをセンターイン。

こだわり③

食品添加物 無添加
無香料・無着色です。人工甘味料、増粘剤
や保存料は配合しておりません。

こだわり④

1粒約10％の
マヌカハニー
1粒5ｇ中約500ｍｇの
マヌカハニーを配合。

4つのこだわりが
詰まったのど飴

売れています

ランキンランキンで1位獲得

业界第一！！夹心制法制作的MANUKA蜂蜜口腔糖

润喉

预防口臭

预防感冒

补充营养

特色4

特色2

特色1

特色3

使用日产精选材料       国产糖浆里拌入MANUKA蜂蜜。甜感良好。

食品添加物：无添加      无香料，无染色。无搭配人工甜料、增粘剂和保鲜剂。

糖中也含MANUKA蜂蜜    MANUKA蜂蜜也含在糖中心。


1粒约10%的MANUKA蜂蜜    1粒5g配约500mg的MANUKA蜂蜜。


拥有四种特色的糖

原材料-营养成分表示

原材料名：白砂糖、糖浆、蜂蜜（MANUKA蜂蜜）、橄榄油

营养成分指标（每1颗70g）
能量…274.4kcal           蛋白质…0.14g
脂肪…0.49g                  碳水化合物…67.3g
食盐…0g                        MANUKA蜂蜜…500mg（1粒）
指标是约量


MANUKA加蜂蜜单独包装的润喉糖


类别：润喉糖，糖果
内容量：73g（含包装）
价格：600日元（含税）


使用蜂蜜作为原材料，请不要给婴幼儿使用



ポコチェ
ビューティアワード

2016受賞

TVCM

産経新聞取材

TV放送

雑誌掲載

お取り寄せ手帖掲載

通販番組

各种刊登媒介



门店销售  图片



客户来信及口碑



※サンプル品含む

1 2 3 4 5

マヌカコスメ
B & H

アイリッチマスク15+ 

マヌカプラス
マヌカハニーを

そのまま包み込んだ
のど飴

マヌカコスメ
B & H

ピーリングジェル15+

マヌカコスメ
B & H
ソープ15+

マヌカコスメ
ハンド＆ネイル
エステジュレ

2016年麦卢卡系列累计出货数

约出货612000个

包含样品

2016年 麦卢卡系列产品 出货业绩排名



1 2 3 4 5

マヌカコスメ
B & H

アイリッチマスク15+ 

マヌカコスメ
B & H

ピーリングジェル15+

マヌカコスメ
B & H
ソープ15+

（2016年5月～2017年4月14日のデータ）

マヌカコスメ
B & H

クレンジング15+

マヌカコスメ
B & H

ココマスク15+

2016年麦卢卡系列产品人气排名顺序

数据



連絡・問い合わせ先
ラ・シンシア株式会社 大阪市淀川区木川東3-1-26

https://www.manuka-life.jp/ Mail：info@sincere.co.jp TEL：06-6300-0351

https://www.manuka-life.jp/
mailto:info@sincere.co.jp

