
酸化をチカラに変える次世代スキンケアブランド

fibonacci 誕生

フィボナッチ

時を重ねるほどに、肌はくすみ、シミが増えていくのは仕方のないこと、

肌の弱い人や敏感肌は、レーザーやピーリング治療はなかなかできない…

そんなたくさんの諦めの声に応えたい…

我々の長年の研究開発による成分の可能性とお客様の声をカタチにしたのが『fibonacci（フィボナッチ）』です。

従来のスキンケアではなし得ない、酸化を味方につける斬新なメカニズムで、

「予防」にとどまらないチカラと自然の秩序に裏打ちされた美しさを呼び覚まします。

くすみやシミをもう諦めない、使い続けるほどに澄みわたるような透明感を実現し、

できてしまったシミの安全分解を目指す

実感重視のシミコンサルタント『fibonacci』誕生です。

社内研修資料

2021年8月9日（月）発売（一部先行発売有り）

●pH Tuner 〈肌 pH 調整化粧水〉 100mL 4,950 円（税込）

●Melano Hunt 〈全顔用デイリー美容液〉 30mL 9,900 円（税込）

●Melano Flash 〈高濃度美容液〉 10mL 12,650 円（税込）

●Skin Bouncer 〈オールシーズン保湿クリーム〉 30g 7,700 円（税込）



医療現場からの声をカタチに
フィボナッチのはじまり

きっかけは医療現場からのたくさんの声

『フィボナッチ』に込めた想い

製薬会社である私たちは、日々、医療現場からの多くの声に耳を傾けています。今から 15 年ほど前、深刻
な肌トラブルと向き合う中、独自成分にたくさんの思いもよらない声をいただきました。「肌が明るくなった」

「シミに効くなんて知らなかった」etc…。そこで私たちが長年改良を積み重ねてきた『オゾン化グリセリン』
のシミに対する有効性を徹底研究。約 15 年の月日を経て多くの機能と可能性が解明され、本格的にシミへ
の応用開発がスタートします。

自然界ではひまわりの種、松ぼっくり、アンモナイトやオウムガイのうずまき、西洋の美術作品や建築物で
はミロのヴィーナスやモナ・リザ、パルテノン神殿やエジプトのピラミッド。これらはすべて「フィボナッ
チ数列」が隠されています。それは古代ギリシャ時代から、もっとも均整がとれ、もっとも美しいとされる
黄金比として広く知られているもの。そもそも私たちが研究を重ねる『オゾン化グリセリン』は元々、とて
も不安定な物質で安定化することが極めて難しいとされるものでした。それを安定化することにより機能性
を最大限に発揮させ、肌に有効に届け、とどめることに成功。肌や自然環境に安全かつ多くの有用性を引き
出したこの絶妙なバランスを持つ物質が、自然界で安定的な繁栄をもたらす奇跡のパターン「フィボナッチ
数列」の定義に似ていることから命名しました。また「フィボナッチ数列」を応用した「構造美」「情調美」

「環境美」が、『フィボナッチ』のロゴやパッケージデザインにも反映されています。

F(0) = 0
F(1) = 1
F(n + 2) = F(n) + F(n + 1)(n ≧ 1.
1. 2. 3. 5. 8. 13. 21. 34. 55. 89. 144…

シンプルな数式が意義深い数字の関係を作り出し、この数に従った構造物が過酷な環境下で安定、種を繁栄しやすい
ことが分かっています。

①構造美：フィボナッチ数列を表す黄金比をちりばめ、構造美を表現。手になじ
むマット素材ですべりにくく、汚れも目立ちにくい。洗面台をすっきり片付ける
スクエア構造を中心に、クリーム容器には清潔かつ適量を簡単に使えるエアレス
ボトルを採用。シンプルかつ合理的な生活空間になじむ配慮を。

②情調美：毎日のスキンケアでシミやくすみが浄化していくような、グラデーショ
ンでイメージ。マットな質感、肌なじみのよいグレージュの色合いが製品の安全
性を。ロゴには他にはない機能とシミに取り組む決意を共にする心構えを表現。

③環境美：容器は環境に配慮したエコ素材を採用。CO2 排出・水使用の減少にも
取り組む。

●自然界に愛されたフィボナッチ数列

●パッケージデザインにも



（イメージ図）　 　メラノサイト

【シミ審断の一例】

（イメージ図）　 　メラノサイト

不安定な気体であるオゾンを安定化させる特許取得の製造技術により、飛躍的に安定することに成功。こ
の独自成分であるオゾン化グリセリンを「メラノキラー」と命名しました。
人間の体には本来、適度な刺激を与えることで覚醒を引き起こす力が備わっています。フィジカルトレー
ニングやワクチンなどがそれ。この力を利用していわゆる “ サビナイスイッチ ” をオンする役割を「メラ
ノキラー」が果たします。それは適度な酸化を味方にし、肌を酸化ストレスから守る逆転の発想。この優
しくも生体バランスに作用する刺激が、シミの軽減に威力を発揮することにつながりました。

「メラノキラー」の酸化のチカラが 2 つのアクションを起こします。1 つめは「直接分解」。メラニンに直接
添加することで、シミの原因となるメラニンの化学的構造を壊して退色することがわかりました。
2 つめは「ターンオーバーの改善」。細胞内で不要なたんぱく質や構造体を分解する生体メカニズム＝オート
ファジー機能を高めて皮膚のターンオーバーを活性化、シミやくすみにアプローチすることが示唆されてい
ます。この 2 つのアクションが点と面で肌色をケアして透明感のあふれる肌へ導きます。さらなる全容解明
に向け、今もなお研究が続いています。

『フィボナッチ』の商品は、肝斑・そばかすには効果を発揮で
きないため、購入前に必ず医師監修の「シミ審断」をしていた
だくことにしました。審断結果によっては商品をお売りせず、
皮膚科の受診をおすすめします。効くシミをお持ちの方にお届
けする、それが実感重視のシミコンサルタントの販売ポリシー
です。どんなシミに効くのか、そのシミの性格とも真摯に向き
合うことで、的確なケアができると信じています。

製薬会社だからこそできること
独自成分「メラノキラー」を開発

「メラノキラー」が果たす役割

ダブルアクションでシミへアプローチ

まずはシミの種類を知ること、「シミ審断」から始まる確実ケア

OG OG



じっくり着実に透明美肌へ導くエッセンス

Melano Hunt
〈全顔用デイリー美容液〉

30mL  9,900 円（税込）

【製品特徴】

フィボナッチのスターアイテム『Melano Hunt』は、独自成分「メラノキラー」を高配合した全顔用デイリー
美容液。シミを面で捉え、顔全体へアプローチして透明感あふれる輝くようなクリア肌へと導きます。保湿
成分もたっぷり配合だから肌にうるおいを与えながら顔全体のくすみを一掃、毎日使い続けることでキメの
整った美肌を実現します。今まで美白成分に抵抗のあった肌の弱い方、敏感肌の方にも使用できる低刺激処
方で、首やデコルテ、手肌などの気になる箇所にも使用できます。

●無香料、無着色、エタノール・パラベン・フェノキシエタノール・鉱物油不使用、アレルギーテスト済み

【使用方法】

化粧水で肌を整えた後、朝は 1~2 プッシュ、夜は 2 プッシュを目安に手に取り、シミの気になる部分を中心にな
じませます。頬、額、フェイスラインなどの広い範囲を手のひらでやさしく包み込むように押さえます。

【主要成分】

オゾン化グリセリン：シミへの独自アプローチでワンランク明るい透明感を実現。
ヒアルロン酸 Na：シミ単体だけでなく顔全体へ使用することで保湿機能もアップ。

［全成分表示：水、オゾン化グリセリン、ペンチレングリコール、キサンタンガム、ヒアルロン酸 Na］

Skin CARE   STEP

化粧水 デイリー美容液 高濃度美容液 クリーム

➡ ➡ ➡

S p e c i a l  C a r e

STAR ITEM!
★

※メラノキラーはオゾン化グリセリンのことです。

メラノハント



肌バランスを整えて強くしなやかな肌を叶える導入ローション

pH Tuner〈肌 pH 調整化粧水〉
100mL  4,950 円（税込）

【製品特徴】
洗顔後のアルカリ性に傾いている肌を弱酸性に戻して、美容液の浸透を最大限に高める化粧水。pH バ
ランスを最適化することで、外的環境やストレスなどにも負けない、芯から強くしなやかな肌へ導き
ます。ライン使いすることで、揺らぎにくいキメの整った美肌を実現します。
●無香料、無着色、エタノール・パラベン・フェノキシエタノール・鉱物油不使用、アレルギーテス
ト済み

【製品特徴】
高濃度の独自成分「メラノキラー」を高濃度配合した集中ケア美容液。濃度が高い分、効果と安定性を
保つためにクール便でお届けします。気になるシミを点で捉えてアプローチすることで、諦めかけてい
た濃いシミも徹底ケア。高濃度なのに低刺激、集中的にケアすることでクリアで均一な美肌をスピーディ
に実現します。

●無香料、無着色、エタノール・パラベン・フェノキシエタノール・鉱物油不使用、アレルギーテス
ト済み

【使用方法】
朝晩の洗顔後、手のひらに 500 円硬貨大の量を取り、顔全体へ軽いタッチで広げます。頬や額などの広
い部分からなじませ、顔の中心から外側に向かって隅々までのばします。首やデコルテなど、年齢が出
やすい部分にも塗布することをおすすめします。

【使用方法】
化粧水、美容液で肌を整えてから適量を手に取り、気になるシミにやさしくなじませます。
＊開封後 3 ヵ月以内にご使用いただき、ご使用前は冷蔵庫での保存をおすすめします。

【主要成分】

オゾン化グリセリン：シミへの独自アプローチでワンランク明るい透明感を実現。
アミノ酸類：NMF 成分（天然保湿因子）の一種で肌にうるおいを与える。
セラミド類：６種のセラミド配合。バリア機能や水分保持能にアプローチして乾燥や肌荒れから守る。
グリチルリチン酸 2K：消炎作用があり、肌荒れを防ぎ、すこやかな肌の状態へ導く。 

［全成分表示：水、オゾン化グリセリン、ＢＧ、ペンチレングリコール、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、セラミド
ＡＰ、セラミドＮＧ、セラミドＡＧ、グルコシルセラミド、グリチルリチン酸２Ｋ、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、乳
酸Ｎａ、ＰＣＡ、セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンＨＣｌ、トレオニン、アルギニン、プロリン、
水添レシチン、フィトステロールズ、α－グルカン、ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油］

【主要成分】

オゾン化グリセリン：シミへの独自アプローチでワンランク明るい透明感を実現。
［全成分表示：オゾン化グリセリン、水、ペンチレングリコール、キサンタンガム］

シミを点でケアして均一な美肌へスピーディに導くエッセンス

Melano Flash〈高濃度美容液〉
10mL  12,650 円（税込）

※メラノキラーはオゾン化グリセリンのことです。

メラノフラッシュ

ピーエイチチューナー



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

　 info@maverick-ltd.co.jp

株式会社メディプラス製薬
読者問い合わせ先：0120-196-418（平日 9：00 〜 18：00）

〒 150-0013　東京都渋谷区恵比寿 1-20-4 Sreed EBISU 5F
support@fibonacci.jp

【本件に関する報道関係者のお問い合わせ】【誌面掲載クレジット】

透明感とうるおいで肌を満たす保湿クリーム

Skin Bouncer〈オールシーズン保湿クリーム〉
30g  7,700 円（税込）

【製品特徴】
シミへアプローチする独自成分「メラノキラー」と保湿成分の相乗効果により、翌朝の肌がうるおいと
透明感に満たされる保湿クリーム。肌トラブルのもとになる乾燥を防ぎ、寝ている間に肌本来の力を呼
び覚まします。使い続けることで、うるおいに満ちた輝く肌を実現します。

Sustainability 〜持続可能な地球資源のためにできること〜
私たちは、肌に負担になる成分を使用せず、透明性のある成分や処方に取り組んでいます。もち
ろん地球環境にも配慮した原材料を使用し、化粧品を通して美しさを引き出し、お客様との美し
い循環を生み出す努力を続けていきます。

●フィボナッチの主要成分であるオゾン化グリセリンに使用されるグリセリンは、パーム油由来
のアプラヤシ。このアプラヤシが開発による森林破壊に直面してからすでに 20 年。近年では環境
への影響だけではなく、生産国の地域住民や農園労働者への深刻な人権労働問題も指摘されてい
ます。そこで設立されたのが RSPO（ Roundtable onSustainable Palm Oil）。厳密に管理された
適切なフェアトレードの購買ルートを通すことで、着実に諸問題の解決に寄与。一時的なもので
はなく、私たちが大きくなることで積み上がる社会的影響、意義を広め、取り組んでいきます。

●プラスチック燃焼時の CO2 排出量を 60% 削減できる技術「グリーンナノ」を、化粧品ではいち
早く採用。化粧水容器から順次関連商品へ適用しています。

●持続可能な SC 認証紙を導入。 FSC（Forest Stewardship Council ：森林管理協議会）が制定し
ている森林認証制度に準じた素材の使用を通じ、世界の森林を守り育てる活動を応援、環境保全
と持続可能な森の未来を目指す一歩として取り組んでいきます。

【使用方法】
化粧水、美容液で肌を整えてから使用します。容器を平らな場所に置き、ポンプの両端を押して１プッシュ
を目安に手に取ります。顔の５か所（額·両頬·鼻·顎）に置き、顔の中心から外側に向かってゆっくりと隅々
まで広げます。最後に顔全体をやさしく手のひらで包み込むように押さえます。

【主要成分】

オゾン化グリセリン：シミへの独自アプローチでワンランク明るい透明感を実現。
スクワラン：サトウキビから抽出した糖を発酵させ、バイオ技術により培養し得られた成分。浸透性が良く、
ベタつきのないしっとり肌へ導く。
メチルグルセス -20：保湿剤グルコース（ブドウ糖）と同じ保湿剤の PEG を結合させて作られた保湿剤。

［全成分表示：水、スクワラン、オゾン化グリセリン、ベヘニルアルコール、メチルグルセス―２０、ペンチレング
リコール、水添レシチン、ポリソルベート６０、ヒアルロン酸 Na、キサンタンガム、ジメチコン、トコフェロール］

私たちのクリーンビューティ

※ License number:9-4090-21-100-00

※メラノキラーはオゾン化グリセリンのことです。

スキンバウンサー




