2018 年 5 月 22 日

News Release
報道関係 各位

株式会社ハーバー研究所

海外向け「高浸透※1 エイジングスキンケア※2 “ＲＭシリーズ” 」誕生！
セラミド多重ナノカプセルに『スクワラン』と海の美肌エナジーを内包した独自の新処方

「リバイタライジングモイスチャーセラム」
「リバイタライジングモイスチャーローション」

株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、保湿成分「スクワラン」をセラミド多重ナノカプセルに
内包したスキンケアラインＲＭシリーズ『リバイタライジングモイスチャーセラム』（高保湿ハリ美容液）と『リバイタ
ライジングモイスチャーローション』（高保湿化粧水）の 2 品を 2018 年 5 月 23 日（水）より、アジアを中心とした海
外の店舗及び国内では限定 4 店舗にて新発売いたします※3。

『リバイタライジングモイスチャーローション』 （高保湿化粧水）120mL 3,800 円（左・税別）／
『リバイタライジングモイスチャーセラム』（高保湿ハリ美容液）30mL 4,200 円（右・税別）

株式会社ハーバー研究所では、素肌美への意識が高いアジア人女性に着目し、エイジングケアに必要な保湿機
能と浸透性に特化したスキンケアラインＲＭシリーズ、『リバイタライジングモイスチャーセラム』（高保湿ハリ美容
液）と『リバイタライジングモイスチャーローション』（高保湿化粧水）を開発しました。
今回発売する 2 品には、保湿成分「スクワラン」をはじめ、エイジングケア効果の高い美肌成分を、ハーバー研究
所独自の技術でナノサイズにまで小さくし肌に類似した構造のセラミド多重ナノカプセルに内包しました。これによ
り、成分を抱え込みながら角質層へ素早くなじみ、すみずみまで安定して届けられることが可能になりました。
特に、保湿成分「スクワラン」を内包したセラミド多重ナノカプセルを配合した化粧水の開発に成功したのは、「リバ
イタライジングモイスチャーローション」（高保湿化粧水）が初めて。濃密な美肌成分をナノカプセル化することで、
水分と油分をお肌のすみずみまで届けます。高保湿でエイジングケアができる２品をラインで使用することにより、
ハリに満ちたツヤのある健やかな肌に導きます。
※1 角質層まで ※2 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ
※3 海外販売予定国：香港、台湾、中国、シンガポール、アメリカ。国内販売予定店舗：ハーバーGINZA SIX、ハーバー銀座館 2F、京王百貨店 新宿
店 2F、大丸心斎橋店 南館（2018 年 5 月 22 日現在）

商品概要
□商品名：REVITALIZING MOISTURE SERUM
『リバイタライジングモイスチャーセラム』（高保湿ハリ美容液）
□容量・価格：30mL 4,200 円(税別)
□発売日：2018 年 5 月 23 日（水）
□商品特徴
① セラミド多重ナノカプセル（後述）が保湿及び美肌成分を肌のすみずみまで 素早く拡潤させ保湿効果
が持続します。
② なめらかに伸び、 スッと溶けこむようにすばやく肌になじみ、ハリを与えふっくらとした柔らかい肌に導
きます。乳白色、無香料。


特徴成分
1. プロテオグリカン（水溶性プロテオグリカン）
北海道産サーモンの鼻軟骨から抽出したものを採用。保水性に優れ、ハリや弾力を与えて、水分と
油分のバランスを整え、しっとりした肌へ導きます。

2.

クリスマムマリチマム幹細胞 （クリスマムマリチマムカルス培養液）
ブルターニュ地方（フランス）に生息するクリスマムマリチマム （別名：Sea Fennel)は海から陸へと適
応するための進化を遂げた最初の植物だと考えられています。過酷な環境がもたらすストレスに対
抗する強鞭な生命力を備えている、強い力を持つ海浜植物からとれる幹細胞です。

3

スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸 Na）
同濃度のヒアルロン酸より、表皮での保水力が高く、肌なじみが良いスーパーヒアルロン酸。
みずみずしくふっくらさせる効果が期待できます。

□商品名：REVITALIZING MOISTURE LOTION
『リバイタライジングモイスチャーローション』（高保湿化粧水）
□容量・価格：120mL 3,800 円(税別)
□発売日：2018 年 5 月 23 日（水）
□商品特徴
① ハーバーでは、保湿成分「スクワラン」を内包したセラミド多重ナノカプセルを配合した
化粧水は初めて。セラミド多重ナノカプセル（後述）が保湿及び美肌成分を肌のすみずみまで
素早く拡潤させます。
②



とろみがあるリッチな使用感。深いうるおいでハリを与え、明るくなめらかな絹肌へ導きます。
無色、無香料。

特徴成分
1. らうす海洋深層水 （海水）
深度２００メートル以下の深海に分布する海洋深層水。優れたミネラルバランスを持ち、体液と構成
が非常に近く肌なじみも良いです。肌に優しく、保湿力のある水です。

2.

シロキクラゲ多糖体
世界三大美女の一人「楊貴妃」が美容を維持するために使用したと言われている美肌の高級食材
のキノコです。ヒアルロン酸よりも保水性が高く、みずみずしく柔らかい肌に導きます。

3.

ヒアロベールⓇ （ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）
洗っても流れ落ちにくい吸着型ヒアルロン酸の“うるおいベール”が、肌を包み込み、うるおいを持続
させます。

□商品の共通特徴及び共通成分

～ハーバーはここが違います！～

≪独自成分：「高保湿」と「エイジングケア※2 」成分≫

「スクワラン」内包のセラミド多重ナノカプセルが、美肌成分を角層のすみずみまで、すばやく拡
潤し持続させます。
※2 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ
【イメージ】

内層

外層

〈ハリ〉

〈肌の成分と類似〉

マリンコラーゲン
マリンプラセンタ
マリンエラスチン
スサビノリエキス

リン脂質
ヒト型セラミド
スクワラン
グリセリルグルコシド

〈キメ〉
アルテロモナス発酵エキス

約 100 ㎚

細胞膜に似た構造の外層に、肌なじみの良い
「スクワラン」など４種、内層には、エイジングケ
ア成分５種を内包した約 100 ナノメートル
（1/10,000mm）、毛穴の約 1200 万分の１＊の大
きさのセラミド多重ナノカプセルが、角質層に入
り込んでいきます。
潤いを持続させ肌に弾力を与え、なめらかな肌
に導きます。高濃度な美肌成分を封じ込めるこ
とで、水分と油分を同時に角質層のすみずみま
で届けます。

実
実際の電子顕微鏡画像

＊40 歳代女性の頬の毛穴を 0.1mm2 として換算
参考：スキンケアを科学する

□共通の主なエイジングケア成分
海の恵みをたっぷり肌に届ける美肌成分を贅沢に配合。乾燥やゴワついた肌にたっぷりと潤いを届け、
しっとりすべすべの肌に整えます。
スクワラン

肌のうるおい成分。肌を保護します。

グリセリルグルコシド

潤いとハリを与え、肌を明るく整えます。

マリンコラーゲン

魚由来の海洋性コラーゲンを使用。コラーゲンはベッドのスプリングのような役割をも
ち、 肌のハリと弾力の維持をサポートします。

（加水分解コラーゲン）

マリンエラスチン
（加水分解エラスチン）

マリンプラセンタエキス
（プラセンタエキス）

アルテロモナス発
酵エキス



加齢とともに減少するエラスチンを補い、弾力のある肌に導きます。
北海道産サーモンのプラセンタエキス。マリンプラセンタⓇ※4 には、
アミノ酸、コラーゲン、 コンドロイチン、ヒアルロン酸、核酸、エラスチ
ンなどが含まれており、肌にうるおいとハリ、ツヤを与えます。
※4 マリンプラセンタ®は、株式会社日本バリアフリーの商標登録です。

ブルターニュ地方（フランス）の保護海域で育った海洋性プランクトンから得られるエキ
ス。お肌にハリを与えます。

防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、鉱物油、タール系色素、合成香料は一切使用しない、無添加処方
アルコール（エタノール）不使用。

□使用方法
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『リバイタライジングモイスチャーセラム（RM セラ
ム）』（高保湿ハリ美容液）は、洗顔またはクレンジ
ングの後、化粧水の前に 2～3 プッシュを手にと
り、顔全体にお使い下さい 。
その後、『リバイタライジングモイスチャーローショ
ン（RM ローション）』（高保湿化粧水）を 2～3 プッ
シュを手にとり、顔全体にお使い下さい。ラインで
お使いいただくと保湿力をより高めてくれます。

ハーバー
商品
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高品位「スクワラン」

□商品名称・配合成分
RM セラム：水、ＢＧ、グリセリン、ペンチレングリコール、スクワラン、水添レシチン、セラミド 3、ヒアルロン酸Ｎａ、プラセンタエキス、加水分解コラー
ゲン、加水分解エラスチン、スサビノリエキス、アルテロモナス発酵エキス、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、クリスマムマリチマムカルス培養液、水溶
性プロテオグリカン、グリセリルグルコシド、グリチルリチン酸 2Ｋ、コレステロール、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ、キサンタン
ガム、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ10-30））クロスポリマー、水酸化Ｋ、グルコン酸 Na、フェノキシエタノール
RM ローション：水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、グリセレス-26、海水、スクワラン、セラミド 3、ヒアルロン酸Ｎａ、プラセンタエキス、加水
分解コラーゲン、加水分解エラスチン、スサビノリエキス、アルテロモナス発酵エキス、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、シロキクラゲ
多糖体、グリセリルグルコシド、グリチルリチン酸 2Ｋ、水添レシチン、コレステロール、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ、メチルグ
ルセス-10、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ10-30））クロスポリマー、（PEG-400／1,4-ブタンジオール／SMDI）コポリマー、水酸化Ｋ、グル
コン酸 Na、フェノキシエタノール

□ お客様からのお問い合わせ先
いつも ハーバー

ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120- 1 6 - 8 0 8 0

www.haba.co.jp/

