
至福の輝きと透明美肌を実現する

「VC30 neutral」「newtra vc」
世界初安定型 中性ビタミンC誘導体「MIRA-VC」配合

2021 年 11 月 1 日（月）発売（一部先行発売有り）

●VC30 neutral Vitamin Serum 30mL 27,500 円（税込）

●newtra vc 28 15mL 8,800 円（税込）、30mL 16,500 円（税込）

●newtra vc 10 15mL 3,520 円（税込）、30mL 6,600 円（税込）

●フェイスマスク newtra vc 5 25mL×4枚入 2,200 円（税込）

もっと明るい素肌になりたい…シミやくすみが気になる…ブライトニングだけでなくエイジングケアも叶えたい…

「VC30 neutral」「newtra vc」は、これまでなかなか満足するブライトニング化粧品に出会えなかったという方でも、

目に見えるような効果が実感できる高機能ブライトニングシリーズ。

世界初安定型中性ビタミンC誘導体「MIRA-VC」（特許申請中）が、シミ・くすみの原因となるメラニンへダイレクトにアタック。

独自のデリバリーシステムにより、高い浸透性で肌深部まで行き渡り、どこまでも澄み渡る透明感を実現。

毛穴やくすみをリセットし肌のトーンを整え、明るい美肌を叶えます。

また、美肌の源であるコラーゲンやエラスチンなどエイジングケア成分も贅沢に配合。

内側からハリと弾力を強化します。

使い続けるほどに、クリアな透明美肌へ。

パーフェクト・ブライトニングを目指します。

社内研修資料



安定型中性ビタミン C誘導体

MIRA-VC

世界初安定型 中性ビタミンＣ誘導体「MIRA-VC」

美白成分として知られるビタミンCは有効ではありながらも、成分自体は不安定 ( 活性を失い変色

しやすい )、酸性による高い刺激で高濃度配合ができないことが、課題となっていました。そこで、

長年の研究・開発を重ね課題をクリアした成分が、世界初安定型中性ビタミンC誘導体「MIRA-VC」。

低刺激性、安定型のビタミン Cとして世界初の処方です。独自のデリバリーシステムで高い浸透性

も実現し、ビタミンCの有用性を最大限発揮します。

輝きと透明感で自信溢れる美肌を実現

「VC30 neutral」「newtra vc」は、これまでなかなか満足するブライトニング化粧品に出会えなかった

という方でも、目に見えるような効果が実感できる、高機能ブライトニングシリーズ。肌本来のク

オリティを超えることを目指し、日を増す毎に輝きと透明感で自信溢れる美肌を実現します。

「VC30 neutral」は本格的なブライトニング & エイジングケアが叶うシリーズ。あらゆる肌悩みに、

全方位でケアします。

「VC30 neutral Vitamin Serum」は、世界初安定型 中性ビタミン C 誘導体「MIRA-VC」が 30%の高濃

度配合を叶えた美容液。

「newtra vc」は肌悩みに寄り添いラインナップされたシリーズで、「MIRA-VC」が濃度別に配合され

た 5アイテム。「フェイスマスクnewtra vc 5」は、フェイスマスクとしては最高濃度の 5%を配合。

低刺激だから実現しました。
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＜クリニック専売・高濃度配合美容液＞

別格の透明美肌を実現！

VC30 neutral Vitamin Serum
30mL（スポイト付きボトル）27,500円（税込）

【製品特徴】

●『VC30 neutral Vitamin Serum』は、安定型 中性ビタミン C 誘導体『MIRA-VC』を最高濃度 30％配合したブライトニング効果の高い美

容液。シミや肝斑、毛穴、ハリ、シワなどの気になる 悩みへ全方位的にアプローチして飛躍的な透明美肌を実現します。さらには脱毛施述

後の鎮静化やニキビ対策としても効果を発揮。イオン導入としても使用可能。低刺激性のため、これまで刺激などでビタミンC 美容液が使

えなかった肌にもご使用いただけます。

●天然由来の保湿成分をたっぷり配合し、8種類の添加物（パラベン、エタノール、鉱物油、チタン、着色料、香料、シリコーン、キレート

剤）フリーを実現しています。

●さらっとした優しいつけ心地で肌に溶け込むよう浸透。使い続けるほどに透明感に溢れたハリ艶肌へ導きます。

●皮膚科、美容皮膚科などクリニックで販売。（(敏感肌など気になる方はカウンセリングの上ご 購入いただけます）他、WEBでも購入可能

。

【使用方法】

化粧水で肌を整えた後に 1 スポイト、約 1mL を手にとり、顔全体と首筋に丁寧にのばします。乾燥やエイジングが気なる目や口のまわりは、指

先で優しく重ね塗りを。最後に手のひら全体で肌を優しくプレスするように浸透させます。

【全成分】

水、アスコルビルグルコシド、プロパンジオール、アルギニン、BG、ベタイン、ペンチレングリコール、１，２－ヘキサンジオール、PEG-60水添ヒマシ

油、PEG-9M、クエン酸、クエン酸 Na、グリセリン、スフィ ンゴ糖脂質、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン

●東京皮膚科・形成外科

東京都中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座 3F

TEL：03-3545-8000
URL：https://www.251901.net/

【VC30 neutral Vitamin Serumの施術が受けられる皮膚科、美容外科】

※施術可能な皮膚科、美容外科一覧はこちらより（https://30vitamin.com）ご確認いただけます。

●シャルムクリニック

千葉県松戸市秋山68-5

TEL：047-710-7788
URL：http://www.charme-clinique.jp/

https://30vitamin.com/


キメふっくらワンランク上の明るさを叶える！

newtra vc 28
15mL  8,800 円（税込）、30mL 16,500円（税込）

【製品特徴】

●安定型中性ビタミンC誘導体『MIRA-VC』を 28％配合したブライトニング効果の高い美容液。

シミやくすみ、毛穴やキメ、肌の弾力などにアプローチ。イオン導入としても使用でき、肌のトー

ンアップを叶えます。ニキビ対策としても効果を発揮。低刺激性のため、どんな肌質にもご使

用いただけます。

●天然由来の保湿成分をたっぷり配合し、8種類の添加物（パラベン、エタノール、鉱物油、

チタン、着色料、香料、シリコーン、キレート剤）フリーを実現。

●みずみずしく優しいつけ心地で肌にするすると浸透。使い続けるほどにキメの整ったワンラ

ンク明るい肌へ導きます。

【使用方法】

化粧水で肌を整えた後 1 スポイト、約 1mLを手にとり、顔全体と首筋に丁寧にのばします。乾燥

やエイジングが気になる目や口のまわりは、指先で優しく重ね塗りを。最後に手のひら全体で肌

を優しくプレスするように浸透させます。

【全成分】

水、アスコルビルグルコシド、プロパンジオール、アルギニン、BG、ベタイン、ペンチレン

グリコール、１，２－ヘキサンジオール、PEG-60 水添ヒマシ油、PEG-9M、クエン酸、クエ

ン 酸 Na、グリセリン、スフィンゴ糖脂質、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン

毛穴やくすみをリセット！

newtra vc 10
15mL  3,520 円（税込）、30mL 6,600 円（税込）

【製品特徴】

●安定型 中性ビタミン C 誘導体『MIRA-VC』を10％配合した美容液。気になり始めたシミやく

すみ、毛穴やキメにアプローチ。肌の土台ケアとしておすすめです。イオン導入としても使用

可能。低刺激性のため、どんな肌質にもご使用いただけます。

●天然由来の保湿成分をたっぷり配合し、8種類の添加物（パラベン、エタノール、鉱物油、

チタン、着色料、香料、シリコーン、キレート剤）フリーを実現。

●さらさらとした優しいつけ心地で肌にぐんぐん浸透。使い続けるほどに透明感のあるハリ肌

へ導きます。

【使用方法】

化粧水で肌を整え後 1 スポイト、約 1mLを手にとり、顔全体と首筋に丁寧にのばします。乾燥や

エイジングが気になる目や口のまわりは、指先で優しく重ね塗りを。最後に手のひら全体で肌を

優しくプレスするように浸透させます。

【主要成分】

水、プロパンジオール、アスコルビルグルコシド、アルギニン、グリセリン、BG、アセチル

ヒドロキシプロリン、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸 Na、スフィンゴ糖脂質、ヒアル

ロン酸 Na、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン



【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】

株式会社マーベセラー

読者問合せ先：0120-544-343

［受付時間］10：00 〜 17：30（土•日•祝除く）

〒 192-0042東京都八王子市中野山王 1-6-14  

http://www.marvesala.co.jp/

有限会社マヴェリック

担当：桑原由美子•片桐萌•牛田美由紀

TEL：03-5414-7618 FAX：03-3405-1504

info@maverick-ltd.co.jp

VC30 neutral newtra vc

VC30 neutral Vitamin Serum newtra vc 28 newtra vc 10 フェイスマスク newtra vc 5
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皮膚科•美容皮膚科

クリニック•WEB
専門店、小売店•WEB 専門店、小売店•WEB 専門店、小売店•WEB

MIRA-VC たっぷり配合で肌を底上げするシートマスク

フェイスマスク newtra vc 5
4枚入り 2,200円（税込）

【製品特徴】

●安定型 中性ビタミンC誘導体『MIRA-VC』5％配合のシートマスク。シートマスクとしては

最高濃度配合を実現。週末などの定期的な集中ケアとして、日焼けなどの炎症の鎮静化として

もおすすめ。肌質に関係なくご使用いただけます。

●天然由来の保湿成分をたっぷり配合し、7種類の添加物（パラベン、エタノール、鉱物油、

チタン、着色料、香料、シリコーン）フリーを実現。

●定期的に集中ケアすることで、肌を底上げする一品。

【使用方法】

化粧水で肌を整えた後アルミ袋から取り出し、目・鼻・口の位置を合わせます。顔の輪郭に合わ

せてシートをぴったりと肌に密着させます。そのまま 10〜 15分前後置いてからシートを取り外

します。肌に残った美容液を手のひらで十分になじませ、最後に手のひら全体で肌を優しくプレ

スするように浸透させます。

【全成分】

水、グリセリン、アスコルビン酸、ペンチレングリコール、炭酸 Na、アルギン酸 Na、グリコ

シルトレハロース、キサンタンガム、加水分解水添デンプン、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマ

シ油、BG 、クエン酸、アルギニン、セレブロシド、ジパルミトイルヒドロキシプロリン、ゲ

ンチアナ根エキス、PVP、フィチン酸、リン脂質、ダイズ油、酸化銀、水溶性プロテオグリカ

ン、加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、ポリグルタミン酸、ボタンエキス、クズ根エキス、

クオタニウム－ 45、フラーレン

【製品ラインナップ】

濃
度

クリニックはこちら

VC30 neutral 購入可能 newtra vc 購入可能
サイトはこちら

newtra vc 公式サイト

https://newtra-vc.com

スキンシア
https://skinxia.co.jp/

マーベセラーオンライン
https://marvesala.online/
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http://www.marvesala.co.jp/
mailto:info@maverick-ltd.co.jp

