
202●年●月吉日
株式会社リコアセラム

株式会社リコアセラム（本社：東京都千代田区内幸町、代表取締役：佐藤ゆき）は、「海からの

贈り物」をコンセプトにしたスキンケアブランド『BIJOU DE MER（ビジュー ドゥ メー

ル）』より、薬用美白化粧品リジュドフェイス ホワイト シリーズ（ローション、セラム、ク

リーム）を202 ●年●月●日に新発売いたします。

気がかりからの解放 晴れわたる美しさと明るさ。

充実のハリ 心強い美白*効果 ニキビ・肌荒れを防ぐ 高保湿。

濃密な弾力感 あれ肌対応 薬用美白*トリプルケアシリーズ。

美白*有効成分ビタミンC誘導体**アルブチンがメラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防止。

海洋性美容成分がもたらす、澄みきった美肌と弾むような充実したハリのある肌に導く

薬用美白*スキンケアです。

充実したコクのある感触で肌に溶けこむようになじみ、

角層のすみずみまで豊かなうるおいで満たし、

ひきしまったハリのある肌に整えます。

医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

美白*有効成分
ビタミンC誘導体**：メラニンの生成を抑えて、シミ・ソバカスを防ぎます。

美白*有効成分
アルブチン：メラニンを生成する酵素「チロシナーゼ」の働きを阻害してシミ・ソバカスを防ぎ
ます。

肌荒れを防ぐ有効成分
グリチルリチン酸ジカリウム：肌あれ・あれ性、あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを
防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ、かみそりまけを防ぎます。

海が届けてくれた悠久のコスメ 『BIJOU DE MER（ビジュー ドゥ メール）』

リジュドフェイス ホワイト シリーズ
202 ●年 ● ●月● ●日 新発売



リジュドフェイス ホワイト シリーズ
商品ラインアップ

【販売名】 ビジュー ドゥ メール
リジュドフェイス ホワイトクリーム
（さっぱりタイプ）
【内容量】 48ｇ
【価 格】 9,680円（税込）
*スパチュラ付き

【販売名】 ビジュー ドゥ メール
リジュドフェイス ホワイトセラム
【内容量】 50mL
【価 格】 13,200円（税込）

【販売名】 ビジュー ドゥ メール
リジュドフェイス ホワイトエッセンスローション
【内容量】 100mL
【価 格】 5,500円（税込）

朝晩の洗顔後やお手入れの最後に、適量を手にとり顔
全体になじませるようにお使いください。

朝晩の洗顔後、適量を手にとり、顔全体になじませる
ようにお使いください。

朝晩、化粧水でお肌を整えた後、適量を手にとり顔全
体になじませるようにお使いください。最後にクリー
ムでお手入れしてください。



医薬部外品とは

≪ 医 薬 部 外 品 ≫

厚生労働省が特定の肌効果を承
認し、効果・効能の認められた有
効成分が一定の濃度含まれてい
ます。人の体に対する作用が穏や
かなもので、日常的な不快感の緩
和を目的としています。従来の効
能に殺菌や消毒効果等を強めた
「薬用化粧品」も、化粧品ではなく
ここに含まれます。また、比較的安
全性が高いと判断される「指定医
薬部外品」もこの区分です。

≪ 化 粧 品 ≫

医薬部外品よりもさらに成分の効
果が穏やかになります。

人の体を清潔にすること、美しさ
と魅力を増して肌を健やかにする
こ と が 重 視 さ れ て い ま す 。

直接体の一部や肌に使用する目
的で使用されるものが化粧品で
す。

≪ 医 薬 部 外 品 と 化 粧 品 の 違 い と は ？ ≫

このように、同じスキンケア製品でも、法律上は「医薬部外品」と
「化粧品」の2種類に分かれています。「医薬部外品」として製品を

販売するには、厚生労働大臣の承認が必要となり、効能・効果と
して表示できる範囲も「医薬部外品」と「化粧品」では異なります。

医薬部外品の化粧品効果をしっかり出すためには、顔全
体に化粧品がしっかり塗布できる量、使用量を正しく使う、
継続して使用することが大切！

ワン
ポイント



医薬部外品とは

医薬部外品の効果効能

メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ

皮膚にうるおいを与える

肌をひきしめる

肌を整える

皮膚を健やかに保つ

皮膚の乾燥を防ぐ

皮膚を保護する

肌あれ

あれ性

あせも、しもやけ、ひび、あかぎれ、ニキビを
防ぐ

油性肌

かみそり負けを防ぐ

日やけ、雪やけ後のほてりを防ぐ

肌を清潔にする



シミができるメカニズム

*

**

*

**



今そこにあるシミも 未来に現れるシミにも
2つの美白*有効成分がシミにアプローチ

アルブチンが過剰なメラニンの生成を抑制。シミを元から食い止
める効果があります。紫外線を浴びてしまった後でも、メラニン
が黒くなる前であれば、美白*効果があると言われています。
また、ビタミンC誘導体**はメラニンの生成を抑制するだけでなく、
できてしまったメラニンを還元して淡色化させる力を持っていま
す。

未来に現れる
シミをブロック

アルブチン ビタミンC誘導体**

今あるシミを
淡色化

今そこにあるシミ
未来に現れるシミ

Wの美白*成分で今も未来も
くすみのない透白肌へ



美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

シミの元になる色素「メラニン」は、紫外線ダメージやホルモン
バランスの乱れで過剰生成されると、肌に蓄積して定着し、シミ
となります。

アルブチンとビタミンC誘導体**、グリチルリチン酸ジカリウム、
二つの美白有効成分と肌荒れ防止の有効成分がメラニンの生成を
素早く食い止め先回り。本来の肌色へと導く美白*力に繋がります。

美白*はもちろんニキビ・肌荒れを防ぐことも美肌へのカギ

メラニン過剰克服！ 白く・美しい肌へ

くすみ肌荒れ シミ

ニキビ・肌
荒れを防ぐ

グリチルリチン
酸ジカリウム

美白*

アルブチン
ビタミンC誘導体**



今あるシミを
淡色化

アスコルビン酸にデ
ンプン由来のグル
コースを転移させた
安定型・持続型ビタ
ミ ン C 誘 導 体 。
美白の有効成分と
して幅広く使用され
ている。メラニンの
生成を抑えて、シミ・
ソバカスを防ぐ 。

ビタミンC誘導体**

ニキビ、肌あれを
防ぐ有効成分

甘草の根に含まれ
る甘味成分である
グリチルリチン酸に
カリウム塩を付加し、
水溶性を高めた成
分。優れた抗炎症
作用を持ちながら、
肌への刺激が少な
い成分として、現在
市場で汎用されて
いる成分の一つ。

グリチルリチン
酸ジカリウム

アルブチン

美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

未来に現れる
シミをブロック

チロシナーゼという
酵素の働きを抑える
ことで、シミの原因
であるメラニンをそ
もそも作らせないと
いう働きがある。紫
外線から肌をブロッ
クし、シミやそばか
すができるのを防ぐ。
1年中できるシミ対
策としてもおすすめ。



ビタミンC誘導体**

美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

今あるシミを淡色化

検証試験

美白：黒色メラニンの淡色化作用

黒色反応が終了したメラニンゲル（Day 0）を用いて、各種
被験物質を添加し、3日後（Day ３）の状態を観察しました。

結果：アスコルビン酸は、その還元作用によって黒色メラニ
ンを淡色化しました。また、アスコルビン酸２－グルコシドに
αーグルコシダーゼを添加することで、アスコルビン酸と同
様に黒色メラニンを淡色化しました。



ビタミンC誘導体**

美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

メラニン合成抑制作用

検証試験

美白：メラニン合成抑制作用

メラノサイト（B１６メラノーマ細胞）を1日間培養後、１０mmol/Lアスコル
ビン酸２－グルコシドを添加、または無添加の新鮮な培地と交換しま
した。さらに２日間培養後０．１％L－ドーパ液と１時間反応させました。
対比染色にはNuclear Fast Redを用いました。

結果：メラニンの合成を抑制しました。



アルブチン

美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

未来に現れるシミをブロック

変色がほぼないことから、チロシナーゼ活性阻
害（メラニン合成阻害）していることがわかる。

↑



グリチルリチン酸ジカリウム

美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

ニキビ、肌あれを防ぐ

試験方法

抗炎症：紫外線誘導PGE2産生抑制

正常ヒト表皮角化細胞（NHEK）⇒UVB照射（５０ｍJ/ｃｍ２）
⇒試料添加⇒２４時間培養⇒ELISA

結果：プロスタグランジン（PG）E２の産生が抑制されました。
紫外線による過剰な炎症反応の抑制が期待できます。



美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

グリチルリチン酸ジカリウム ニキビ、肌あれを防ぐ

試験方法

抗炎症/抗アレルギー：ヒアルロニダーゼ活性阻害

ヒアルロニダーゼ溶液、ヒアルロン酸ナトリウム、試料を混合、
反応させ測定

結果：痛みやかゆみ、アレルギー反応を引き起こすヒスタミ
ンの放出に関与するヒアルロニダーゼの活性が抑制されま
した。



美白＆肌荒れを防ぐ
医薬部外品 トリプルケア 3つの有効成分

グリチルリチン酸ジカリウム ニキビ、肌あれを防ぐ

試験方法

バリア機能改善：CE強化因子産生促進

NHEK⇒試料添加⇒２４、４８時間培養⇒ELISA

結果：角層細胞のCE（コーニファイドエンベローブ）を強化す
る因子の産生が促進されました。角層状態の改善が期待で
きます。

CE強化因子産生促進率（％）



フィコジュベニン*1

弾むようなハリ肌 うるおい満ち溢れる肌へ導く
海洋性美容成分

国産ホンマグロ由来の低臭、
高触感エラスチン。アミノ酸
構成が哺乳類に類似してい
る。みずみずしい肌へいざな
う保湿成分。

フランスブルターニュのユネ
スコ保護区より採取した褐
藻。健康で強く美しい肌へ導
く。

ホメオエイジ*1

ブルーエラスチン*2

褐藻類の一種であるラミナリ
アディギタータから得られる
原料。触れたくなる、なめら
かな肌へ。



美白 ハリ うるおい肌へ導く美容成分

ニキビ
肌荒れ防止

美白*

ハリ

（ビタミンB１・B2・B5・B6・
B12・葉酸）

肌を整える

オウバクエキス

ビタミンBコンプレックス*3

うるおい

エクトイン

Ｎ－アセチル－Ｌ－
ヒドロキシプロリン

輝き

グルコシルヘスペリジン

天然ビタミンＥ

ビオチン



美白 ハリ うるおい肌へ導く美容成分

* *Lーアスコルビン酸２－グルコシド *1海藻エキス（１） *2マリンエラスチン *3チアミン塩酸塩、リボフラビン、Ｄ－パント
テニルアルコール、塩酸ピリドキシン、葉酸、シアノコバラミン、ビオチン

*美白とは、メラニンの生成を抑えて日やけによるシミ、ソバカスを防ぐことです。

なめらか肌 健康肌

＜リリース・商品貸し出しに関する報道関係者からのお問合わせ先、読者から
のお問合わせ・商品に関するお問合わせ先、クレジット表記＞
株式会社RECORESERUM
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル1F
TEL：03-6550-8117
受付時間：10：00～17：00(土・日・祝・年末年始を除く)
FAX：03-6550-8119
担当：谷澤（タニザワ） E-mail：tanizawa@recoreserum.jp


