ニッピコラーゲン化粧品 全成分一覧表
スキンケア ジェル ＮＭバランス
商品番号

商品名

30・1230・
スキンケア ジェル ＮＭバランス
1361

全成分
水、グリセリン、水溶性コラ－ゲン、加水分解コラ－ゲン、塩化Ｎａ

メイク落とし
商品番号

商品名

2200 ディープクレンジング

170 薬用ホワイトニングディ－プクレンザ－

7118 ヴィナ－レ オイルクレンジングAO

全成分
水、シクロメチコン、ＢＧ、グリセリン、エチルへキサン酸セチル、ジカプリン酸ネオペンチルグリ
コール、ＤＰＧ、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、ダイズエキス、ポ
リクオタニウム－５１、（メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル)コポリ
マー、酢酸トコフェロール、オレンジ油、ココイルメチルタウリンＮａ、ポリソルベート６０、カル
ボマー、水酸化Ｋ、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、フェノキシエタノール、メチルパラベン
有効成分： 水溶性プラセンタエキス、グリチルレチン酸ステアリル
その他の成分： 精製水、水溶性コラ－ゲン液－１、リン酸アスコルビルＭｇ、テトラへキシルデカ
ン酸アスコルビル、植物性スクワラン、ホホバ油、カッコンエキス、クロレラエキス、アロエエキス
－２、ウワウルシ流エキス、オウゴンエキス、カンゾウフラボノイド、ソウハクヒエキス、ビフィズ
ス菌エキス、ボタンエキス、ユキノシタエキス、ロ－ズヒップ油、コムギ胚芽油、天然ビタミンＥ、
グリセリン、ＢＧ、ステアリン酸、ジメチコン、テトラオレイン酸ＰＯＥソルビット、ジカプリル酸
ピリドキシン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ＰＯＥソルビタン、トリオク
タン酸グリセリル、水酸化Ｎａ、デヒドロ酢酸Ｎａ、ＰＶＰ、エタノ－ル、フェノキシエタノ－ル、
メチルパラベン、プロピルパラベン
オリ－ブ油、テトラオレイン酸ソルベス－３０、オクチルドデカノ－ル、ホホバ種子油、スクワラ
ン、イソステアロイル加水分解コラ－ゲン、トコフェロ－ル、セラミド３、ロ－ズマリ－油、ラベン
ダ－油、ヨクイニンエキス、ジカプリル酸ピリドキシン、グリチルレチン酸ステアリル、イソステア
リン酸、ミリスチン酸オクチルドデシル、コレステロ－ル、水添レシチン、フェノキシエタノ－ル、
プロピルパラベン

洗顔料
商品番号

商品名

2301 クリーミー洗顔フォーム

2201 プレコンディショニングソ－プ

171 薬用ホワイトニングパウダ－フォ－ム

7081 ヴィナ－レ センシティブソ－プAO

全成分
水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化Ｋ、ラウリン酸、ＰＥＧ‐３２、ＰＥＧ‐
６、ポリエチレン、ココイルメチルタウリンＮａ、ジグリセリン、ステアリン酸グリセリル(ＳＥ)、
水溶性コラーゲン、ポリクオタニウム‐５１、グリチルリチン酸２Ｋ、ソルビトール、ミツロウ、ト
コフェロール、ジステアリン酸グリコール、ココアンホ酢酸Ｎａ、イソステアリン酸ＰＥＧ‐６０グ
リセリル、エチドロン酸４Ｎａ、フェノキシエタノール、メチルパラベン
グリセリン、水、ミリスチン酸Ｎａ、スクロ－ス、ＰＥＧ－３０水添ヒマシ油、PPG-8グリセリル、
パルミチン酸Ｎａ、ミリスチン酸Ｋ、ステアリン酸Ｎａ、ソルビト－ル、イソステアリン酸Ｎａ、ラ
ウリルグリコ－ル酢酸Ｎａ、ココアンホ酢酸Ｎａ、パルミチン酸Ｋ、水溶性コラ－ゲン、加水分解コ
ラ－ゲン、ポリクオタニウム－５１、ステアリン酸Ｋ、イソステアリン酸Ｋ、ポリエチレン、タル
ク、エチルセルロ－ス、塩化Ｎａ、エチドロン酸４Ｎａ、ＥＤＴＡ－３Ｎａ
有効成分： グリチルリチン酸２Ｋ
その他の成分： 精製水、加水分解コラ－ゲン末、リン酸アスコルビルＭｇ、カッコンエキス、アロ
エエキス－２、ウワウルシ流エキス、オウゴンエキス、ソウハクヒエキス、ビフィズス菌エキス、ボ
タンエキス、ユキノシタエキス、ロ－ヤルゼリ－エキス、コメヌカ、銅クロロフィリンＮａ、ＢＧ、
ソルビト－ル、デヒドロ酢酸Ｎａ、ミリスチン酸Ｋ、エタノ－ル、メチルパラベン
石ケン素地、水、スクロース、グリセリン、 ソルビト－ル、水溶性コラ－ゲン、ビフィズス菌発酵
エキス、グリチルリチン酸２Ｋ 、オウゴンエキス、ラクトフェリン（牛乳）、シソエキス、ビワ葉
エキス、モモ葉エキス、水添レシチン、コレステロ－ル、セラミド３、エタノ－ル、変性アルコー
ル、ＢＧ、エチドロン酸、ペンテト酸５Ｎａ

エクシードシリーズ
商品番号

商品名

2305 モイスチュアエクシード ローション

2306 タイムエクシード クリーム

全成分
水、ＢＧ、ペンチレングリコール、ジグリセリン、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、アセチル
ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、プラセンタエキス、ビフィズス菌培養溶解質エキス、ダ
イズ種子エキス、オタネニンジン根エキス、ダイズ芽エキス、ＤＮＡ－Ｋ、ＰＣＡ－Ｎａ、グリチル
リチン酸２Ｋ、シャクヤクエキス、レイシエキス、オウゴン根エキス、リン脂質、スフィンゴ脂質、
キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Ｎａ、エタノール、メチルパラベン
水、ＢＧ、スクワラン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸、ラノリン、ポリソルベート６０、
ホホバ種子油、ベヘニルアルコール、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸
Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、グリチルレチン酸ステアリル、セラミド３、オウゴン根エキス、カミ
ツレ花エキス、ザクロ果実エキス、ツボクサエキス、ダイズ種子エキス、ダイズ芽エキス、プラセン
タエキス、ベルノニアアペンジクラタ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヨクイニンエキス、エクト
イン、オルニチン、カルノシン、コロイド性金、アセチルヘプタペプチド−９、カプロオイルテトラ
ペプチド－３、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、トリフルオロアセチ
ルトリペプチド－２、トリペプチド－１０シトルリン、オリザノール、加水分解酵母、カロチン、グ
リセリン、コレステロール、糖脂質、デキストラン、ビフィズス菌培養溶解質、ヒマワリ種子油、プ
ロパンジオール、リン脂質、レシチン、レブリン酸Ｎａ、ＤＮＡ－Ｋ、カプリリルグリコール、トコ
フェロール、コーン油、ミリスチン酸オクチルドデシル、ジメチコン、カルボマー、（アクリル酸ヒ
ドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー、水添レシチン、ステアリン酸ソ
ルビタン、アルギニン、水酸化Ｋ、アニス酸Ｎａ、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

エヴァライジングシリーズ
商品番号

商品名

2405 エヴァライジング ローション

2406 エヴァライジング クリーム

全成分
水、BG、DPG、グリセリン、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、エナンチア
クロランタ樹皮エキス、酵母エキス、ザクロ果実エキス、ダイズ種子エキス、ヨクイニンエキス、ア
ルテロモナス培養液、オリーブ油脂肪酸エチルヘキシル、加水分解ローヤルゼリータンパク、システ
イン/オリゴメリックプロアントシアニジン、白金、オレアノール酸、トレハロース、ベタイン、ソ
ルビトール、ポリクオタニウム-51、(メタクリル酸グリセリルアミドエチル/メタクリル酸ステアリ
ル)コポリマー、酢酸トコフェロール、ポリビニルアルコール、アルギン酸Na、アスコルビン酸、オ
クチルドデセス-20、ポリソルベート80、クエン酸、クエン酸Na、リン酸Na、メタリン酸Na、フェノ
キシエタノール、メチルパラベン
水、BG、トリエチルヘキサノイン、水添ポリデセン、セテアリルアルコール、(PPG-12/SMDI)コポリ
マー、ジメチコン、パルミチン酸エチルヘキシル、PEG-32、PEG-6、ステアリン酸グリセリル、水溶
性コラーゲン、アセチルヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、セラミド2、アシタバ葉/茎エキス、
アロエベラ葉エキス、エナンチアクロランタ樹皮エキス、酵母エキス、サッカロミセス溶解質エキ
ス、ザクロ果実エキス、ダイズ種子エキス、ヨクイニンエキス、ニンジン根エキス、アルテロモナス
培養液、オリーブ油脂肪酸エチルヘキシル、加水分解ローヤルゼリータンパク、システイン/オリゴ
メリックプロアントシアニジン、白金、グリセリン、ジグリセリン、ベタイン、ポリクオタニウム51、ソルビトール、(メタクリル酸グリセリルアミドエチル/メタクリル酸ステアリル)コポリマー、
オレアノール酸、ダイズ油、ベヘニルアルコール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、酢酸ト
コフェロール、アスコルビン酸、キサンタンガム、ポリビニルアルコール、水添レシチン、ステアロ
イル乳酸Na、ポリソルベート80、リン酸Na、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン
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ニッピコラーゲン化粧品 全成分一覧表
薬用ホワイトニングシリーズ
商品番号

商品名

2705 薬用ホワイトニングローション

2706 薬用ホワイトニングクリ－ム

全成分
〔有効成分〕アルブチン、トラネキサム酸
精製水、水溶性コラーゲン液－１、ヒアルロン酸Ｎａ－２、アルピニアカツマダイ種子エキス、メマ
ツヨイグサ抽出液、ユキノシタエキス、水溶性ツボクサエキス、ダイズエキス、ボタンエキス、アル
テロモナス発酵エキス、アロエエキス－２、オウゴンエキス、カモミラエキス－１、ラベンダー水、
ＢＧ、グリセリン、濃グリセリン、ペンチレングリコール、クエン酸、クエン酸Ｎａ、グリセリン脂
肪酸エステル、トリ（カプリル・カプリン酸）グリセリル、大豆リゾリン脂質液、無水亜硫酸Ｎａ、
エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン
〔有効成分〕アルブチン、トラネキサム酸
精製水、水溶性コラーゲン液－１、ヒアルロン酸Ｎａ－２、エーデルワイスエキス、メマツヨイグサ
抽出液、アーティチョークエキス、植物性スクワラン、アルテロモナス発酵エキス、褐藻エキス－
２、ダイズエキス、ツボクサエキス、ニンジンエキス、アロエエキス－２、オウゴンエキス、カモミ
ラエキス－１、濃グリセリン、グリセリン、ＢＧ、天然ビタミンＥ、キサンタンガム、クエン酸、ク
エン酸Ｎａ、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、
トリエチルヘキサン酸グリセリル、ポリアクリル酸アミド、ＰＯＥ（７）ラウリルエーテル、軽質流
動イソパラフィン、無水亜硫酸Ｎａ、エタノール、
フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

ヴィナーレシリーズ
商品番号

商品名

2505 ヴィナ－レ ロ－ション

2506 ヴィナ－レ ジェル

全成分
水、グリセリン、DPG、水溶性コラーゲン、アセチルヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、エナン
チアクロランタ樹皮エキス、カカオエキス、セイヨウヤブイチゴ葉エキス、ダイズ種子エキス、ビル
ベリー葉エキス、ヨクイニンエキス、オレアノール酸、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、
(アスコルビル/トコフェリル)リン酸K、BG、ポリクオタニウム-51、(メタクリル酸グリセリルアミド
エチル/メタクリル酸ステアリル)コポリマー、酢酸トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、オレン
ジ油、マルトデキストリン、PPG-13デシルテトラデセス-24、EDTA-3Na、フェノキシエタノール、メ
チルパラベン
水、BG、DPG、グリセリン、エチルヘキサン酸セチル、ジグリセリン、シクロペンタシロキサン、水
溶性コラーゲン、アセチルヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、エナンチアクロランタ樹皮エキ
ス、カカオエキス、セイヨウヤブイチゴ葉エキス、ダイズ種子エキス、ハマメリス葉エキス、ビルベ
リー葉エキス、ヨクイニンエキス、オレアノール酸、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、(ア
スコルビル/トコフェリル)リン酸K、トレハロース、ソルビトール、ポリクオタニウム-51、PEG-32、
PEG-6、(メタクリル酸グリセリルアミドエチル/メタクリル酸ステアリル)コポリマー、オレンジ油、
酢酸トコフェロール、セテアリルアルコール、マルトデキストリン、キサンタンガム、カルボマー、
PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、(アクリル酸/アクリル酸アルキル(C10-30))コポリ
マー、水酸化K、メタリン酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン

ヴィサァジュキューシリーズ
商品番号

商品名

192 ヴィサァジュキュ－

全成分
水、トリエチルヘキサノイン、グリセリン、ＢＧ、スクワラン、ステアリン酸、バチルアルコ－ル、
ユビキノン、レチノイン酸トコフェリル、ヒアルロン酸Ｎａ、ジステアリン酸スクロ－ス、ホホバ種
子油、水添レシチン、ベヘニルアルコ－ル、ステアリン酸グリセリル、ジメチコン、トリ（カプリル
酸／カプリン酸）グリセリル、レシチン、ヒドロキシエチルセルロ－ス、キサンタンガム、トコフェ
ロ－ル、コレステロ－ル、シアノコバラミン、リボフラビン、メチルパラベン、プロピルパラベン

日やけ止め・化粧下地
商品番号

商品名

2650 ＵＶ ブライトニング プロテクト 50

176 薬用ホワイトニングＵＶブロック

2630 ＵＶプロテクトブリリアントベース 30

全成分
水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、エタ
ノール、ジメチコン、BG、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、アルブチン、メタクリル酸メ
チルクロスポリマー、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、水酸化Al、イソステアリン酸、水溶性
コラーゲン、加水分解コラーゲン、エーデルワイスエキス、グリチルリチン酸2K、アーモンドエキ
ス、オウゴン根エキス、カンゾウ根エキス、ニンジン根エキス、バロスマベツリナ葉エキス、ヒメフ
ウロエキス、モモ種子エキス、グリセリン、酸化鉄、マイカ、ステアロイルグルタミン酸2Na、トコ
フェロール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ピロ亜硫酸Na、トリイソステアリン酸ポリグリ
セリル-2、硫酸Mg、(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー、(ジメチコン/ビニルジメチコン)ク
ロスポリマー、クエン酸、クエン酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン
有効成分： グリチルレチン酸ステアリル、水溶性プラセンタエキス
その他の成分： 精製水、水溶性コラ－ゲン液－１、リン酸アスコルビルＭｇ、テトラへキシルデカ
ン酸アスコルビル、カッコンエキス、クロレラエキス、アロエエキス－２、ウワウルシ流エキス、オ
ウゴンエキス、カンゾウフラボノイド、ソウハクヒエキス、トウニンエキス、ニンジンエキス、ビ
フィズス菌エキス、ボタンエキス、メリッサエキス、ユキノシタエキス、ヨクイニンエキス、ワレモ
コウエキス、天然ビタミンＥ、ステアリン酸、コレステロ－ル、植物性スクワラン、ステアロイル
フィトスフィンゴシン、水添大豆リン脂質、微粒子酸化チタン、酸化アルミニウム、イソノナン酸イ
ソトリデシル、ジメチコン、シクロペンタシロキサン、ラウロイルグルタミン酸ジヘキシルデシル、
トリ（カプリル・カプリン酸）グリセリル、ＰＯＥ・ジメチコン共重合体、ジステアリルジメチルア
ンモニウムヘクトライト、ヒドロキシプロピルキトサン液、グリセリン、濃グリセリン、ＢＧ、無水
エタノ－ル、エタノ－ル、パラベン、メチルパラベン
水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、PEG-9ポリ
ジメチルシロキシエチルジメチコン、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、BG、ジステ
アルジモニウムヘクトライト、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、タルク、水溶性コラーゲン、加水分
解コラーゲン、エナンチアクロランタ樹皮エキス、チャ葉エキス、オレアノール酸、シア脂、ラウロ
イルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、トリベヘニン、酸化亜鉛、酸化鉄、合成
金雲母、マイカ、シリカ、ジメチコン、水酸化Al、ステアリン酸、ハイドロゲンジメチコン、メチコ
ン、トコフェロール、ポリメタクリル酸メチル、トリメチルシロキシケイ酸、塩化Na、(ビニルジメ
チコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリ
マー、フェノキシエタノール、メチルパラベン
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ニッピコラーゲン化粧品 全成分一覧表
スペシャルケア
商品番号

商品名

全成分
水、ＢＧ、グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、スクワラン、ポリアクリルアミド、ジメチ
コン、水添ポリイソブテン、グリコ－ル酸、ナイアシンアミド、パンテノ－ル、トコフェロ－ル、ヒ
アルロン酸Ｎａ、ホホバ種子油、ポリソルベ－ト６０、ラウレス－7、水酸化Ｋ、メチルパラベン

195 セレンホワイト

水、アスコルビルグルコシド、ＢＧ、水酸化Ｋ、水溶性コラ－ゲン、クララ根エキス、キサンタンガ
ム、ペンテト酸５Ｎａ、クエン酸、メチルパラベン

1663 CL－Cスペシャル

175 薬用ホワイトニングコンセントレイト

〔有効成分〕アルブチン、トラネキサム酸
精製水、常水、水溶性コラーゲン液－１、ヒアルロン酸Ｎａ－２、エーデルワイスエキス、メマツヨ
イグサ抽出液、アーティチョークエキス、スクワラン、オリブ油、カンゾウフラボノイド、アルテロ
モナス発酵エキス、エイジツエキス、プルーン酵素分解物、オウゴンエキス、カモミラエキス－１、
シャクヤクエキス、ローマカミツレ油、紅藻エキス、セイヨウオオバコ種子エキス、ダイズエキス、
ツボクサエキス、ニンジンエキス、濃グリセリン、グリセリン、ＢＧ、天然ビタミンＥ、キサンタン
ガム、水素添加大豆リン脂質、カルボキシビニルポリマー、ピロ亜硫酸Ｎａ、モノミリスチン酸デカ
グリセリル、水酸化Ｋ、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

有効成分： 水溶性プラセンタエキス、グリチルリチン酸２Ｋ
その他の成分： 精製水、水溶性コラ－ゲン液－１、ヒアルロン酸Ｎａ－１、ビタミンＡ油、オウゴ
薬用メディケイテッドインテンシィブトリート ンエキス、ダイズエキス、ニンジンエキス、ユキノシタエキス、ロ－ヤルゼリ－エキス、ＤＮＡ・
137
メント
Ｋ、加水分解卵殻膜、トレハロ－ス液、グリセリン、カルボキシメチルセルロ－スNa、カルボキシビ
ニルポリマ－、ＢＧ、水酸化Ｋ、エタノ－ル、無水エタノ－ル、メチルパラベン
水、シクロペンタシロキサン、グリセリン、ＢＧ、シクロメチコン、ジメチコン、（ビニルジメチコ
ン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー、ポリメタクリル酸メチル、ソルビトール、水溶
性コラーゲン、パルミトイルテトラペプチド－７、パルミトイルオリゴペプチド、アセチルヘキサペ
プチド－８、ペンタペプチド－１８、パルミチン酸レチノール、スクワラン、マカデミアナッツ油、
グルタミン酸Ｎａ、レシチン、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル、デキストリン、ベタイ
ン、キサンタンガム、カルボマー、パルミチン酸エチルヘキシル、フェニルトリメチコン、ＰＥＧ－
１０ジメチコン、ステアロキシトリメチルシラン、セチルジメチコンコポリオール、マカデミアナッ
ツ脂肪酸フィトステリル、ポリソルベート２０（小麦由来）、ポリソルベート８０、メチルパラベ
ン、プロピルパラベン

186 リンクルレーザー セラム

水、トリエチルヘキサノイン、グリセリン、ＢＧ、ソルビトール、ペンチレングリコール、ステアリ
ン酸グリセリル、水溶性コラーゲン、イノンドエキス、リンゴ果実培養細胞エキス、シロバナルーピ
ン種子エキス、ジパルミトイルヒドロキシプロリン、オリゴペプチド－２４、トール油ステロール、
リノール酸、アスコルビン酸Ｎａ、トコフェロール、マンニトール、ヒマワリ種子油、マカデミア種
子油、ホホバ種子油、アラキジルアルコール、アラキルグルコシド、ベヘニルアルコール、ジメチコ
ン、ステアリン酸、カラギーナン、キサンタンガム、ジステアリン酸スクロース、レシチン、水添レ
シチン、ラウリルカルバミン酸イヌリン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル－１０、ステアリン酸
ポリグリセリル－１０、ステアロイルラクチレートＮａ、ペンテト酸５Ｎａ、フェノキシエタノー
ル、プロピルパラベン、メチルパラベン

1673 アレンティケア

メイクアップ
全成分

商品番号

5801

商品名

5802
マイクロパウダー
5804

5803 マイクロパウダー

ファンデーション

ファンデーション

460 リキッドファンデーション

UV(フェア）

ジメチコン、マイカ、ポリメタクリル酸メチル、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)
クロスポリマー、合成金雲母、ミリスチン酸亜鉛、窒化ホウ素、エチルヘキサン酸セチル、水溶性コ
ラーゲン、スクワラン、トコフェロール、ポリクオタニウム－６１、水、ラウロイルリシン、（ジメ
チコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、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、トリメチルシロキシケイ酸、プロピルパラベン、メチルパラベン
（+/-）酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、タルク、シリカ、ジメチコン／メチコンコポリマー、ジミ
リスチン酸Ａｌ、水酸化Ａｌ、トリエトキシカプリリルシラン、メチコン、ステアロイルグルタミン
酸２Ｎａ、フルオロ（Ｃ９－１５）アルコールリン酸
ジメチコン、マイカ、ポリメタクリル酸メチル、（ジメチコン／ビニルジメチコン／メチコン）クロ
スポリマー、合成金雲母、ミリスチン酸亜鉛、窒化ホウ素、オクタン酸セチル、水溶性コラーゲン、
スクワラン、トコフェロール、ポリクオタニウム－６１、水、ラウロイルリシン、（ジメチコン／ビ
ニルジメチコン）クロスポリマー、（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、トリメチルシロキシケイ酸、プロピルパラベン、メチルパラベン 着色剤（+/-）酸
化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、タルク、シリカ、ハイドロゲンジメチコン、ジミリスチン酸Ａｌ、水
水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、イソノナン酸イソトリデシル、ＢＧ、グリセリン、イソ
ステアリン酸ソルビタン、水溶性コラーゲン、オリザノール、オウゴン根エキス、ワレモコウエキ
ス、メリッサ葉エキス、ラノリン脂肪酸オクチルドデシル、酸化鉄、硫酸Ｍｇ、ホホバ種子油、ジス
テアリン酸Ａｌ、水酸化Ａｌ、トリベヘニン、シア脂、スクワラン、トコフェロール、エタノール、
フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、イソノナン酸イソトリデシル、タルク、グリセリン、Ｂ
Ｇ、イソステアリン酸ソルビタン、酸化鉄、水溶性コラーゲン、オリザノール、オウゴン根エキス、
ワレモコウエキス、メリッサ葉エキス、シルク、ラノリン脂肪酸オクチルドデシル、硫酸Ｍｇ、酸化
461 リキッドファンデーション UV（ナチュラル） セリウム、酸化ジルコニウム、ホホバ種子油、ジステアリン酸Ａｌ、水酸化Ａｌ、トリベヘニン、シ
ア脂、スクワラン、トコフェロール、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピ
ルパラベン

463 リキッドファンデーション

UV(オークル）

521

リンクルファンデーション
１）

（ナチュラル０

522

リンクルファンデーション
２）

（ナチュラル０

水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、イソノナン酸イソトリデシル、タルク、酸化鉄、グリセ
リン、ＢＧ、イソステアリン酸ソルビタン、水溶性コラーゲン、オリザノール、オウゴンエキス、ワ
レモコウエキス、メリッサ葉エキス、シルク、ラノリン脂肪酸オクチルドデシル、硫酸Ｍｇ、酸化セ
リウム、酸化ジルコニウム、ホホバ種子油、ジステアリン酸Ａｌ、水酸化Ａｌ、トリベヘニン、シア
脂、スクワラン、トコフェロール、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピル
パラベン

水、酸化チタン、シクロペンタシロキサン、シクロメチコン、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリ
コール、ＢＧ、シクロヘキサシロキサン、ジメチコン、タルク、クオタニウム－１８ヘクトライト、
ＰＥＧ－３２、ＰＥＧ－６、塩化Ｎａ、イソステアリン酸ポリグリセリル－２、酸化鉄、マイカ、Ｐ
ＥＧ／ＰＰＧ－２０／２０ジメチコン、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、セラミド３、ホエイ
タンパク 又は ホエイ、ビフィズス菌発酵エキス、シルク、ホホバ種子油、スクワラン、オウゴン
エキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、水添レシチン、酸化亜鉛、シリカ、メチコン、アルミ
ナ、水酸化Ａｌ、コレステロール、ハイドロゲンジメチコン、（ジメチコン／ビニルジメチコン）ク
ロスポリマー、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン
水、酸化チタン、シクロペンタシロキサン、シクロメチコン、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリ
コール、ＢＧ、シクロヘキサシロキサン、ジメチコン、タルク、クオタニウム－１８ヘクトライト、
ＰＥＧ－３２、ＰＥＧ－６、塩化Ｎａ、イソステアリン酸ポリグリセリル－２、酸化鉄、マイカ、水
溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、セラミド３、ホエイ、ビフィズス菌発酵エキス、シルク、ホホ
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ニッピコラーゲン化粧品 全成分一覧表
503 プレストパウダーＮ

タルク、酸化チタン、イソステアロイル加水分解コラーゲン、ミリスチン酸オクチルドデシル、スク
ワラン、酸化鉄、シルク、ジステアリン酸Ａｌ、水酸化Ａｌ、シア脂、イソステアリン酸、プロピル

ボディケア
全成分
商品番号

商品名

606 ナチュラルソ－プ

620・6201 プロハイププラス ボディクリーム

石ケン素地、水、水溶性コラ－ゲン、カワラヨモギ花エキス、ロ－ズマリ－葉エキス、モモ葉エキ
ス、メリッサ葉エキス、酸化チタン、ＥＤＴＡ－４Ｎａ、グリセリン、塩化Ｎａ、ＢＧ、エタノ－
ル、エチドロン酸４Ｎａ

水、グリセリン、ミネラルオイル、ワセリン、BG、シア脂、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリ
セリル(SE)、加水分解コラーゲン、オタネニンジン根エキス、マヨラナ葉エキス、ワイルドタイムエ
キス、ポリクオタニウム－51、ジメチコン、カルボマー、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ
10－30））クロスポリマー、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、水酸化Ｋ、フェノキシエ
タノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

ヘアケア
全成分
商品番号

商品名

210 ＵＶキューティクルコート

水添ポリイソブテン、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、イソステアロイル加水分解コラーゲ
ン、ミンク油、ホホバ種子油、イソステアリン酸、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ｔ－ブチルメ
トキシジベンゾイルメタン
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