
効能効果または安全性を保証する表現はできません。  
また、個人の体験談も薬機法違反となる場合があります。  

①効能効果・安全性の保証について 

ビューティケア製品の説明をする際、 効能・効果
を表現することは禁止されています。 

ビューティケア製品の説明をする際、安全性を保
証する表現を使うことは禁止されています。 

▶ NG トーク ▶ NG トーク 

「クレンジングプラス」を使えば、 
３日後には肌がつやつやになるのよ。 

「クレンジングプラス」は、 
どんな肌でもトラブルがないのよ！ 

②使用体験談について 

ビューティケア製品の効き目を自分や人の体験談と
して説明することはできません。※ 

※ 実際にその効き目があらわれたとしても説明することはでき
ません。 

自分自身が感じた使い心地を伝える場合は、見た
目や香り、触感など誰もが感覚を共有できる内容
にしましょう。 

▶ NG トーク ▶ OKトーク 

私のお肌は、「リッチフォーミュラ」のおかげで 
こんなにもちもちになったの！ 

「リッチフォーミュラ」って、べとつかないし、
とろみがとっても気持ちいいの。 

独自の資料や根拠をもとに、製品を勧めていませんか？  

実績はお伝えすることができません。
医療従事者など(医事・薬事・美
容・理容に従事する方々)が推奨す
るかのような説明はできません。 

根拠をお伝えすることができるのは、
「医薬品」または「医薬部外品」です。
このため製品の申請が厚生労働省へ必要
になります。化粧品では使用できません。 

他社製品との比較はできませ
ん。他社製品の事実を話して
いても、誹謗と判断されます
のでご注意ください。 

▶NG トーク 

 

 

▶NG トーク ▶NG トーク 

ヨーロッパでは、この成分は○○に
効くといわれています。 

この製品には○○の根拠があります。 A社のB製品は、シリコン入り
なの。でもこの製品はシリコ
ンフリーよ。 

コンプライアンス意識をしっかりもちましょう 

化粧品は表現の範囲を超えて説明すると、医薬品や医薬部外品などと見なされ、薬機法違反として指導や
処分を受ける可能性があります。法律やルールは、ビジネスをしやすい環境を整えるものです。規定の範
囲内での表現を遵守した、誠実で正しい行動をお願いいたします。 

規制・適用される広告の範囲 

薬機法の規制は、製品の容器・包装・ガイドブック・ポスター・インターネットなどによる広告
だけでなく、セミナー・映像放映・SNS ・口頭での説明も含まれます。また独自に集めた一般的
な書籍類や文献などを特定の製品に結び付けて利用する場合にも、製品の広告と判断されます。 

製品の紹介をする際には、弊社発行の資料をご利用ください。また製品ごとに記載されている注
意事項についてもご説明ください。 
表現可能なビューティケア製品の効能効果については次ページ以降の一覧をご確認ください。 

 

化粧品類は、医薬品医療機器等法（以下、薬機法）により表現できる効能効果が定められています。 
健康食品の説明で使っている表現でも、ビューティケア製品では使えない表現があります。 
弊社発行の資料を使って正しく説明しましょう。 

※ビューティケア製品 : LIFTANT 〈リフタント〉、AURAGE〈オラージュ〉、LUTE〈ルーテ〉 

ビューティケア製品※に関する 

医薬品医療機器等法をよく理解しましょう 



製品名 お伝えいただける効能効果 配合成分 配合目的 

リフタント ￭肌荒れを防ぐ。 
￭ キメを整える。 
￭肌を引き締める。 
￭皮膚をすこやかに保つ。 
￭皮膚に潤いを与える。 
￭皮膚の柔軟性を保つ。 
￭皮膚を保護する。 
￭皮膚の乾燥を防ぐ。 
￭肌を整える。 
￭皮膚の水分、油分を補い保つ。 
￭肌をやわらげる。 
￭肌にハリを与える。 
￭肌にツヤを与える。 
￭肌をなめらかにする。 
￭乾燥による小ジワを目立たなくする。※ 
※効能評価試験済み 
 

発酵ハス種子“白蓮”（乳酸桿菌／ハス種子発酵
液） 

キメ整え成分 

発酵レスベラトロール（ピチア／レスベラトロール
発酵エキス） 

ハリ・ツヤ成分 

発酵熟成プラセンタ（サッカロミセス／（黒砂糖
／プラセンタエキス）発酵液） 

キメ整え成分 

発酵アルガンオイル（プセウドジマエピコラ／（ダ
イズ粉／アルガニアスピノサ核油）発酵液） 

保湿成分 

発酵ローズハチミツ（グルコノバクター／ハチミツ発酵液） なめらか成分 

リピジュア®（ポリクオタニウム－51） 保湿成分 

白金ナノペプチド（アセチルテトラペプチド－17、
コロイド性白金） 

ハリ・ツヤ成分 

マイクロペプチド(酢酸ヘキサノイルジペプチド－3ノルロイシン） 整肌成分 

ナノ持続型ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na、セレブロシド） 保湿成分 

リポフィリング（オルニチン、リン脂質、糖脂質） 整肌成分 

ライジングアップエキス（ライムギ種子エキス） 保湿成分 

オイルブレンド22（ ホホバ油／マカデミア種子
油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪
酸フィトステリル、フィトステロールズ） 

肌保護成分 

セラミドコンプレックス（セラミド EOP、セラミドNP、
セラミドAP、フィトスフィンゴシン） 

保湿成分 

ベビーコラーゲン（サクシノイルアテロコラーゲン） 保湿成分 

NMFアミノ酸ブレンド（PCA-Na、乳酸Na、アス
パラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリ
ン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、
フェニルアラニン） 

肌保護成分 

 ユズ果実エキス 保湿・整肌成分 

 カラスムギエキス（カラスムギ穀粒エキス） ハリ成分 

 AC－11（ウンカリアトメントサエキス） 整肌成分 

 国産ローズエキス（ハイブリッドローズ花エキス） 保湿成分 

ビューティケア製品の効能効果を説明する際には、 
製品名を主語にしてお話しするようにしましょう 

正しい説明の例）「リッチフォーミュラは肌にハリを与えてくれるものなのよ」 

「リフタント」:化粧品の効能効果表現 1 

化粧品の効能効果表現 



製品一覧 お伝えいただける効能効果 配合成分 配合目的 

クレンジングプラス 

￭（洗浄により）ニキビを防ぐ。 
￭肌を整える。 
￭キメを整える。 
￭皮膚を清浄にする。 
￭皮膚をすこやかに保つ。 
￭肌荒れを防ぐ。 
￭皮膚に潤いを与える。 
￭皮膚の油分を補い保つ。 
￭皮膚を保護する。 
￭皮膚の乾燥を防ぐ。 
￭肌をやわらげる。 
￭肌にハリを与える。 
￭肌にツヤを与える。 
￭肌をなめらかにする。 

[ルテイン] キサントフィル 肌保護成分 

[アルガンオイル] アルガニアスピノサ核油 肌柔軟成分 

[ホホバオイル] ホホバ種子油 保湿成分 

[オリーブスクワラン] スクワラン 保湿成分 

リッチフォーミュラ 

￭肌荒れを防ぐ。 
￭肌のキメを整える。 
￭肌を引き締める。 
￭皮膚を清浄にする。 
￭皮膚に潤いを与える。 
￭肌を整える。 
￭皮膚をすこやかに保つ。 
￭皮膚の水分、油分を補い保つ。 
￭皮膚の柔軟性を保つ。 
￭皮膚を保護する。 
￭皮膚の乾燥を防ぐ。 
￭肌をやわらげる。 
￭肌にハリを与える。 
￭肌にツヤを与える。 
￭肌をなめらかにする。 

[ナノ化AC-11] ウンカリアトメントサエキス 整肌成分 

[プロジェリン] トリフルオロアセチルトリペプチド-2 ハリ成分 

[5種のベリー] ホロムイイチゴ果実エキス、 肌保護成分 

ガンコウラン果実エキス、コケモモ果実エキス、 

セイヨウヤブイチゴ葉エキス、ビルベリー葉エキス 

[スイゼンジノリエキス] スイゼンジノリ多糖体 保湿成分 

ザクロ果実エキス ツヤ成分 

ビワ葉エキス 収れん成分 

[ビタミンC誘導体] リン酸アスコルビルMg キメ整え成分 

グレイシャスクリーム 

￭肌荒れを防ぐ。 
￭キメを整える。 
￭皮膚をすこやかに保つ。 
￭皮膚に潤いを与える。 
￭皮膚の柔軟性を保つ。 
￭皮膚を保護する。 
￭皮膚の乾燥を防ぐ。 
￭ひげそり後の肌を整える。 
￭肌を整える。 
￭皮膚の水分、油分を補い保つ。 
￭肌をやわらげる。 
￭肌にハリを与える。 
￭肌にツヤを与える。 
￭肌をなめらかにする。 

[ナノ化AC-11] ウンカリアトメントサエキス 整肌成分 

[プロジェリン] トリフルオロアセチルトリペプチド-2 ハリ成分 

[5種のベリー] ホロムイイチゴ果実エキス、 肌保護成分 

ガンコウラン果実エキス、コケモモ果実エキス、 

セイヨウヤブイチゴ葉エキス、ビルベリー葉エキス 

アルテロモナス培養液 保湿成分 

[カラスムギエキス] カラスムギ穀粒エキス ハリ成分 

[ビタミンA誘導体] パルミチン酸レチノール 整肌成分 

ヒアルロン酸Na 保湿成分 

UVメイクアップ 
ベースクリーム 

￭皮膚の乾燥を防ぐ。 
￭日焼けを防ぐ。 
￭日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ。 
￭肌を整える。 
￭肌のキメを整える。 
￭皮膚をすこやかに保つ。 
￭肌荒れを防ぐ。 
￭皮膚に潤いを与える。 
￭皮膚の水分、油分を補い保つ。 
￭皮膚の柔軟性を保つ。 
￭皮膚を保護する。 
￭皮膚の乾燥を防ぐ。 
￭肌をやわらげる。 
￭肌にハリを与える。 
￭肌にツヤを与える。 
￭肌をなめらかにする。 

[ナノ化AC-11] ウンカリアトメントサエキス 整肌成分 

[プロジェリン] トリフルオロアセチルトリペプチド-2 ハリ成分 

[5種のベリー] ホロムイイチゴ果実エキス、  肌保護成分 

ガンコウラン果実エキス、コケモモ果実エキス、 

セイヨウヤブイチゴ葉エキス、ビルベリー葉エキス 

[タイムエキス] タチジャコウソウ花／葉エキス 整肌成分 

[リピジュア®] ポリクオタニウム-51 保湿成分 

スサビノリエキス 保湿成分 

[甘草エキス] カンゾウ葉エキス ツヤ成分 

〈オラージュ〉:化粧品の効能効果表現 2 



製品一覧 お伝えいただける効能効果 配合成分 配合目的 

ヘアピュリファイア 

￭頭皮、毛髪を清浄にする。 
￭香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 

￭頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 
￭毛髪にはり、こしを与える。 
￭毛髪をしなやかにする。 

沖縄海泥 （海シルト） 汚れ吸着成分 

皮脂バランサー（ファルネソール、酢酸ファルネシル、トリ酢酸パンテニル） コンディショニング成分 

ソープナッツエキス（サピンヅストリホリアツス果実エキス） コンディショニング成分 

ワサビ葉エキス  コンディショニング成分 

ティーツリー葉油 コンディショニング成分 

カキタンニン コンディショニング成分 

リンゴ果実培養細胞エキス スカルプケア成分 

ルテイン（キサントフィル） 保護成分 

AC-11（ウンカリアトメントサエキス） スカルプケア成分 

アステリスクスグラベオレンス花エキス（アステリスク
スグラベオレンス花/果実/葉/茎エキス) 

保護成分 

アカヤジオウ根エキス スカルプケア成分 

アルゲエキス スカルプケア成分 

センブリエキス スカルプケア成分 

ビワ葉エキス スカルプケア成分 

レモングラスエキス（レモングラス葉／茎エキス） コンディショニング成分 

ヘアマスク  

￭香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 

￭毛髪にはり、こしを与える。 
￭頭皮、毛髪に潤いを与える。 
￭頭皮、毛髪の潤いを保つ。 
￭毛髪をしなやかにする。 
￭頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 
￭ クシどおりをよくする。 
￭毛髪のツヤを保つ。 
￭毛髪にツヤを与える。 
￭裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 
￭毛髪の帯電を防止する。 
￭毛髪の水分、油分を補い保つ。 

ソープナッツエキス（サピンヅストリホリアツス果実エキス） コンディショニング成分 

ワサビ葉エキス  コンディショニング成分 

ティーツリー葉油 コンディショニング成分 

カキタンニン コンディショニング成分 

リンゴ果実培養細胞エキス スカルプケア成分 

ルテイン（キサントフィル） 保護成分 

AC-11（ウンカリアトメントサエキス） スカルプケア成分 

アステリスクスグラベオレンス花エキス（アステリスク
スグラベオレンス花/果実/葉/茎エキス 

保護成分 

オタネニンジン根エキス スカルプケア成分 

こんにゃくセラミド（コンニャク根エキス） 毛髪補修成分 

羽毛ケラチン（加水分解ケラチン） 毛髪補修成分 

ペリセアⓇ（ジラウロイルグルタミン酸リシンNa） 毛髪補修成分 

ブルガリア産 ダマスクローズハチミツ（ハチミツ） 潤い成分 

〈ルーテ〉:化粧品の効能効果表現 3 



製品一覧 お伝えいただける効能効果 配合成分 配合目的 

ボディソープ 
ボディバー 

￭（汚れを落とすことにより）皮膚を清浄
にする。 
￭（洗浄により）ニキビ、アセモを防ぐ。
（ボディバー/洗顔料として） 
￭肌を整える。 
￭肌のキメを整える。 
￭皮膚をすこやかに保つ。 
￭肌荒れを防ぐ。 
￭肌を引き締める。 
￭皮膚に潤いを与える。 
￭皮膚の水分、油分を補い保つ。 
￭皮膚の柔軟性を保つ。 
￭皮膚を保護する。 
￭皮膚の乾燥を防ぐ。 
￭肌をやわらげる。 
￭肌にハリを与える。 
￭肌にツヤを与える。 
￭肌をなめらかにする。 

沖縄海泥 （海シルト） 汚れ吸着成分 

皮脂バランサー（ファルネソール、酢酸ファルネシル、トリ酢酸パンテニル） コンディショニング成分 

ソープナッツエキス（サピンヅストリホリアツス果実エキス） コンディショニング成分 

ワサビ葉エキス  コンディショニング成分 

ティーツリー葉油 コンディショニング成分 

カキタンニン コンディショニング成分 

アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油） 潤い成分 

加水分解コラーゲン 潤い成分 

キイチゴエキス 潤い成分 

ルテイン（キサントフィル） 保護成分 

AC-11（ウンカリアトメントサエキス） 潤い成分 

アステリスクスグラベオレンス花エキス（アステリスク
スグラベオレンス花果実/葉/茎エキス） 

保護成分 

オニイチゴ根エキス 潤い成分 

ビタミンＡ誘導体（パルミチン酸レチノール） 潤い成分 

リピジュアⓇ（ポリクオタニウム－51） 潤い成分 

ビタミンＣ誘導体（アスコルビルリン酸Na） 潤い成分 

ベントナイト 汚れ吸着成分 

〈ルーテ〉:化粧品の効能効果表現 3 


