
細胞の活性化で眠っていた素肌美を呼び覚ますスキンケアシリーズ

セルフィル コスメティクス誕生

仕事に子育てをはじめ、さまざまな環境変化に追われ、忙しい日々を過ごす女性たちの中には、

なかなかきちんとしたお手入れができずに、本来の美しさが眠ってしまっているひとがたくさんいます。

そんなストレスを抱え、肌のダメージを回復できない女性たちをサポートするブランドとして、

『セルフィル コスメティックス』スキンケアシリーズが誕生します。

バイオテクノロジーと植物のパワーの融合は細胞自体を活性化して、肌本来の美しさをよみがえらせます。

品質の高さと心地良さにこだわり抜いた高品質の 5 品をラインナップ。

至福のお手入れを体感しませんか？

社内研修資料

2021年1月1日（金）発売（一部先行発売有り）

◆バイオクレンジングオイル  200ml  8,800円（税込）

◆バイオクリームソープ  120g  6,600円（税込）

◆バイオエッセンス  60ml  8,800円（税込）

◆バイオモイストローション  100ml  9,900円（税込）

◆バイオマルチレイヤークリーム  33g  13,200円（税込）



『セルフィルコスメティクス』スキンケアシリーズに込めた想い

◆ CELLPHEL とは？◆

◆バイオテクノロジーと癒しの融合◆

◆ライン使いで目指すハリ・ツヤ美肌◆

慌ただしい日々の中できちんとしたお手入れができなかったり、満足のいく素肌にたどりつけない多

くの女性たちに、必ず笑顔を届けたいという想いを込めて誕生したのが『セルフィル コスメティクス』

です。『CELLPHEL（セルフィル）』とは、Cell ＝細胞、Pharmacy ＝薬学、Healing ＝癒しを組み合わせ

た造語。それは多くの女性たちが抱えるストレスや環境によるダメージを受けた肌へ、細胞を活性化さ

せるバイオテクノロジーと天然由来成分による植物の恵みの融合をコンセプトに生まれました。バイオ

成分と自然の恵み、そして美容成分により肌を優しく癒しながら、肌のめぐりを正常化して眠っていた

素肌美を目覚めさせ、見違えるような美肌へ導きます。

細胞の生まれ変わりを促進する成分として注目されている EGF をキー成分として採用。先端技術であ

るバイオ発酵技術により抽出・精製・乾燥した純度 100％のパウダーを原料として使用し、全アイテム

に高濃度配合しています。他にも多くの天然由来成分や植物から抽出した濃縮エキス、オイルなどをたっ

ぷり配合。そのシナジー効果がさらなる効果をもたらす設計に。中でもローズ発祥の地であるイラン・

カシャン地方で朝摘みされたダマスクローズの蕾を水蒸気蒸留法で抽出した、最高品質のローズウォー

ターとローズオイルを配合していることも大きな特徴です。ローズの心地いい香りが肌も心も癒します。

『セルフィルコスメティクス』スキンケアシリーズは、ラインで使い続けることで、キメが整い、ふっ
くらしたハリ・ツヤのある美肌が完成する設計が大きな特徴です。重ねるほどに心も肌も癒される心地
の良いテクスチャーも圧巻。至福のお手入れ時間を演出します。
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◆どんな肌タイプにもピタリとハマるオールスキン仕様◆
肌トラブルの原因となる防腐剤の配合量を限界まで減らし、肌への刺激を極限までなくすことに成功。
さまざまな環境や変化により、敏感に傾きがちな肌にはもちろん、乾燥に悩む肌やオイリータイプの肌
にも使用いただけるオールスキンタイプを実現しました。



『セルフィルコスメティクス』スキンケアシリーズの秘密

◆キー成分『EGF』とは？◆

◆植物エキスがもたらす「抗糖化作用」◆

◆ EGF（Epidermal Growth Factor）は上皮成長因子と言われ、皮膚（表皮）の細胞成長を促す働き
があります。53 個のアミノ酸で形成されたタンパク質の一種で、特に肌のターンオーバーに深く関係
しています。肌細胞の生まれ変わり＝ターンオーバーは、この EGF によってスムーズに行われていま
すが、EGF の量は年齢とともに低下していくため、だんだん肌細胞の生まれ変わりが滞り、くすみやシ
ミといった肌の老化現象を引き起こすのです。

◆また、怪我をしたときに傷ついた皮膚を元通りに修復した
り、紫外線などの外的環境から肌を守るのに重要な役割を果
たすことでも知られています。アメリカの生物学者スタン
レー・コーエン博士により発見され、1986 年にノーベル生理学・
医学賞を受賞しています。

◆ EGF は、ヒトの唾液や母乳などに多く含まれ、新生細胞の
成長を平均 284％促進することが確認されています。アメリ
カで行われた臨床試験では、EGF を 60 日間使用したあとの細
胞が細胞量を大幅に増加させることが実証されました。

◆化粧品としての EGF は、とても繊細な成分のため、以前は
大量に生産することができませんでしたが、現在は進化した
バイオテクノロジーにより安定した生産ができるようになり
ました。日本では 2005 年に化粧品への配合が認められ、『ヒ
トオリゴペプチド」という表示名称で配合・販売されています。

◆『糖化』とは、体内の ｢たんぱく質｣ と ｢糖｣ が結合する現象のことで、これはやがて ｢AGEs（エー
ジス）｣ と呼ばれる褐色の物質に変化し体内に蓄積されることで老化の原因となります。AGEs は一度で
きると分解されないため、正常なターンオーバーによって体外に排出するほかありません。

◆植物エキスに多く含まれるポリフェノールやカロチノイドは、抗酸化のみならず抗糖化作用も高く、
糖化反応の抑制効果が知られています。

◆ AGEs の糖化反応経路は多岐に及び、多数の構造体があるのも大きな特徴ですが、この AGEs に対抗
するためには、多種のポリフェノールやカロチノイドを含む成分が必要になります。『セルフィル コス
メティクス』では、多くの植物エキスを配合することで、多種のポリフェノール、カロチノイドを含む
植物由来成分のはたらきにより、糖化反応抑制に効果を発揮します。

◆既に蓄積されてしまった AGEs については、EGF が作用してターンオーバーを正常化することで体外
への排出を促します。『セルフィル コスメティクス』は、全ラインアップにおいて EGF を配合しており、
ターンオーバーの促進と糖化抑制を同時に行うことができる機能性化粧品シリーズです。

EGFの効果
●ターンオーバーの促進
●バリア機能 UP
●細胞の成長促進



EGF高濃度配合でうっとりするほどのハリツヤを仕込む
バイオエッセンス

60mL  8,800円（税込）

【製品特徴】
セルフィルコスメティクスのスターアイテムである『バイオエッセンス』は、活きた EGF を高濃度配合し
ている美容液です。肌への刺激をとことん減らしながらも、EGF やヒアルロン酸、コラーゲンなどを贅沢
に配合。洗顔後すぐに使用するエッセンスは、ゴクゴクと肌の渇きをうるおすようにすーっと浸透して、
キメを整えふっくらハリツヤのある肌へ導きます。毎日使い続けることで、ダメージを受けて傷んだ肌を
修復し、不安定になりがちな肌バランスも整えます。
◆界面活性剤・鉱物油：無添加　パラベン・合成着色料：不使用

【使用方法】
洗顔後すぐに、1プッシュ（パール粒）を手にとり、優しくなじませます。
初めて使用するときは、すぐになじんでしまう感覚があるため、重ね付け（4 〜 5 回）をして、しっとり
するまで塗布してください。最後にハンドプレスでしっかり浸透させるのがコツです。

【主要成分】
ヒトオリゴペプチド -1（EGF）､ ヒアルロン酸 Na､ 水溶性コラーゲン､ クエン酸
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EGF×オリーブオイルでやさしくスッキリオフ
バイオクレンジングオイル

200ｍL  8,800円（税込）

EGF×7 種の植物エキスでもちぷるな洗い上がり
バイオクリームソープ

120g　6,600円（税込）

【製品特徴】
エクストラバージンオリーブオイルをベースに、希少なダマスクローズの
エッセンシャルオイル、EGF を贅沢に配合したクレンジングオイル。毛穴
の奥深くまで入り込んだ落ちにくいメイク汚れや酸化した汚れまでもすっ
きり落とします。EGF とビタミン A の相乗効果で、肌に負担をかけずにメ
イク汚れを落とし、オイルなのにべとつかず、さっぱりとした使用感が特
徴です。
◆界面活性剤・鉱物油：無添加　パラベン・合成着色料：不使用

【製品特徴】
7 種類の植物エキスとローヤルゼリー、コラーゲン、EGF を贅沢に配合し
たフェイスウォッシュ。少量でもクリームのようなキメ細かい豊かな泡立
ちで、肌を包み込むように優しく洗い上げます。美容液級の処方だから、
後肌がもちもちっとしたうるおいで満たされるのも特徴。肌と心を癒して
くれるラズベリーの香り。
◆界面活性剤・鉱物油：無添加　パラベン・合成着色料：不使用

【使用方法】
2 〜 3 プッシュを手にとり、優しくマッサージするようになじませます。
そのあと、ぬるま湯を加えて肌の上で乳化させ、洗い流します。寒い季節
は手のひらで少しあたためて使うとメイク落ちが良くなります。

【使用方法】
適量（パール大）を手にとり、ネットなどでよく泡立てます。クリーミー
な泡ができたら、肌を包み込むように優しくなじませます。軽くマッサー
ジするように洗ったら、よく洗い流してください。フェイスにもボディに
もご使用いただけます。

【主要成分】
オリーブ果実油､ ダマスクバラ花油､ スクワラン､ ヒトオリゴペプチド -1（EGF）、
ビタミン A 油

【主要成分】
ヒトオリゴペプチド -1（EGF）､ クエン酸､ カンゾウ根エキス､ アルニカ花エキス､
イチョウ葉エキス､ ヒバマタエキス､ チャ葉エキス､ ブッチャーブルーム根エキス､
セイヨウトチノキ種子エキス､ ローヤルゼリーエキス､ 水溶性コラーゲン



有限会社マヴェリック
担当：桑原由美子・松岡真生・牛田美由紀
TEL：03-5414-7618   FAX：03-3405-1504

　　 info@maverick-ltd.co.jp

【誌面掲載クレジット】 【本件に関する報道関係者のお問い合わせ】

株式会社ユニッシュⓇ

読者問合せ先：06-4707-7100
〒 541-0045 大阪市中央区道修町 2-2-11 ベルロード道修町 9F

UR L: www.unish.co.jp

EGF×13 種の植物エキスで濃密な使い心地
バイオモイストローション

100ｍL  9,900円（税込）

【製品特徴】
13 種類の植物エキスとプラセンタ・コラーゲン・ヒアルロン酸の 3 大美容
成分に EGF を贅沢に配合した保湿ローション。とろみのあるしっとりした
使い心地で、長時間保湿効果が持続します。ローズ発祥の地イランのカシャ
ン地方で朝摘みされたダマスクローズの蕾を、水蒸気蒸留法で香気成分を
逃さないように抽出した希少なローズウォーターを使用。バラの香りが疲
れた肌と心を優しく癒します。
◆界面活性剤・鉱物油：無添加　パラベン・合成着色料：不使用

【使用方法】
エッセンスのあと、適量（パール大）を手にとり、パッティングするよう
に顔全体になじませます。重ねづけすることで吸いつくようなふっくら肌
が完成します。

EGF×ダマスクローズで贅沢な香りに包まれる
バイオマルチレイヤークリーム

33g  13,200円（税込）

【製品特徴】
ダマスクローズの蕾を水蒸気蒸留法で香気成分を逃さないように抽出した
ローズウォーターとエッセンシャルオイル、EGF を贅沢に配合したクリー
ム。クリームをマルチレイヤー構造にすることで、ローズウォーター層と
ローズオイル層が何層にも重なり、香りを持続させることに成功。EGF と
の相乗効果でローズの豊かな香りに包まれながら、なめらかな極上肌が実
現します。
◆界面活性剤・鉱物油：無添加　パラベン・合成着色料：不使用

【使用方法】
エッセンスとローションで肌を整えたら、最後にクリームを適量（パール
粒）を手にとり、軽くマッサージするようになじませます。夜のお手入れ
には、たっぷりの量を塗布してナイトマスクとして使用すると効果的です。

【主要成分】
ダマスクバラ花水､ スクワラン､ 水溶性コラーゲン､ ヒアルロン酸 Na､ ヒトオリゴ
ペプチド -1（EGF）､ ノイバラ果実エキス､ ユキノシタエキス､ アルガニアスピノサ
核油､ オリーブ果実油､ ダマスクバラ花油

【主要成分】
ダマスクバラ花水､ ヒトオリゴペプチド -1（EGF）､ プラセンタエキス､ 水溶性コ
ラーゲン､ アルゲエキス､ ヒアルロン酸 Na､ オウゴン根エキス､ カンゾウ根エキス､
ナツメ果実エキス､ ノイバラ果実エキス､ マグワ根皮エキス、シャクヤク根エキス､
トウキ根エキス､ クララ根エキス､ シラカンバ樹皮エキス､ アーチチョーク葉エキ
ス､ 水添ヒマシ油




