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スペイン企業のご紹介
2018 年 1 月、スペイン・バルセロナの美容業界クラスター【Beauty Cluster Barcelona】メンバー8 社が
幕張メッセでの展示会に合わせて来日いたします。
昨年に続いて 2 回目の対日イベントとなりますが、今回来日する参加メンバーの顔ぶれは昨年とは変わって
おりますので是非ご覧ください。
Beauty Cluster Barcelona （http://beautyclusterbarcelona.com）
美容と健康に関する 120 余りのスペイン企業が形成する業界クラスター
来日企業 8 社概要（詳細添付）
企業名
1
Advanced Dispersed Particles, S.L.

主要製品
ノンナノ粒子 UV フィルター

2

Feed Your Skin JV, S.L.

美容ドリンク

3

Dermoestética del Sur, S.A.

天然成分由来の有効成分化粧品

4

Grupo Ferrer Internacional, S.A.

シリカカプセル化 UV フィルター

5

Magasalfa, S.L.

香水・美容液

6

Laboratorios Phergal , S.A.

ナチュラルコスメボディケア・ヘアカラー剤

7

Sesderma, S.L.

ナノテクスキンケア製品・遺伝子コスメ

8

Quimibios, S.L. (+ CareAbout)

ヘアケア製品向け化粧品原料・成分

その他、企業詳細はご用意しておりませんが、下記 2 社も参加予定です。
9. Toskani, S.L. :メディカルコスメ開発
10. Violpx S.A.：脱毛ワックス、ボディケア化粧品

※次ページより企業詳細
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1. Advanced Dispersed Particles, SL
ナノ粒子不使用（ナノフリー）ミネラル UV フィルター
www.ad-particles.com www.adpcosmetics.es
2011 年、スペインの国立研究所（CSIC）の研究事業からスピンオフして誕生。
ナノテク関連の多国籍企業としてスペイン最大の企業であり、世界 100 カ国以
上に事業展開中。
科学的見地に基づき 10 年以上の歳月をかけて研究開発された独自のナノテク
分散技術は化粧品、触媒、セメント、永久磁石、ポリマー製品など広く応用さ
れている。
今回ご紹介するノンナノ粒子ミネラル UV フィルターは、効率・安定・光安定
性すべてに優れ、低刺激。着色・無着色製品、自然処方・治療処方製品など幅
広い領域に応用でき、UVA と UVB 両方に対する抑止効果を持つ。

原料の粒子サイズは
100nm より大。
EU 規定では Nano-Free。

売上の 38%は輸出による。
主要な市場はデンマーク、台湾、コロンビア、その他ヨーロッパ諸国。
以下のような製品のメーカーとのコンタクトを希望致します

ブース出展社

□
□
□

日焼け止めクリーム
BB、CC、アンチエイジング、デイクリーム（日焼け止め効果つき）
メイクアップコスメ（日焼け止め効果つき）

来日担当者 Mr. Alesio Sánchez Fernández (CEO)
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2. Feed Your Skin JV SL (Beauty and Go)
美容飲料
www.mybeautyandgo.com/
スペイン国立研究所（CSIC）の長年にわたる研究でも確認されている、アンチエ
イジングと疲労回復に有効な「生体活性分子 MACRO-antioxidantes®」を含む
美容飲料 Beauty and Go。
果物の皮から抽出した抗酸化高分子を含む。
この抗酸化高分子の特徴として次のメリットが挙げられる：
- 従来の抗酸化物質の 3 倍の効果持続性
- 果物に含まれる全抗酸化物質の 50～70%を含む
- 従来の抗酸化物質に比べ、より大きなサイズの分子複合体を形成し、結果
として高い機能性を持つ

Anti-Aging
ヒアルロン酸
コラーゲン

Detox
スピルリナ
亜鉛
グレープシード
オリーブ

Radiance
アロエベラ

Vitality
ガラナ
シトルリン

輸出実績はベトナム、イギリスなど。
取引先開拓希望（代理店有）
日本市場では 2018 年 2 月からの販売開始を予定しており、小売店舗やオンライ
オーガニックコスメゾーン

共同出展社 First Step
Japan(㈱)のブースにてサ
ンプル展示

ンショップで扱ってくれる方を希望します。
健康食品、美容関連製品での販売チャネルや、美容サロン、スパ、ホテル、ヨガ
スタジオ、スポーツジムなどへの展開にふさわしい商品と考えております。

来日担当者: Marc Carreras Comes (CEO)
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3.Dermoestética del Sur
バイオ化粧品研究開発
https://dermoesteticadelsur.com/
1996 年設立。
スペインの皮膚科学の権威たちが立ち上げた皮膚科専門の研究機関。
スペイン、中でも特にアンダルシア、の天然資源から直接抽出した有効成分を
使った化粧品開発。対象化粧品は美容の他に臨床治療、子供向け製品を含む。
研究開発事例
海洋プランクトン
肌に関する様々な効果（炎症抑制、抗酸化、血管形成、細胞再生と増殖、コ
ラーゲン活性、保湿など）を研究。
脂肪酸、オメガ３、オメガ６、ビタミン C と E を豊富に含む海水プランク
トンは、海洋生物の栄養源となっているが、海水、温度、二酸化炭素を調節
してそうしたプランクトンを持続的に発生させる環境を作り、その中から
何種類かのプランクトンを選んで生物活性物質を得る。更に Fitoplancton
Marino 社と提携し、DDS 技術を用いて応用。

(例) アトピーや乾皮症にも効果のある Dermalgae は海洋プランクトンの生物活性
物から生まれた、敏感肌用の製品である。

海水
地中海アルメリアの国立公園から採取した海水は、亜鉛、ヨード、ナトリウ
ムなど肌に良い少数元素を豊富に含んでいる水であり、治療目的に有効で
ある。肌の老化を遅らせ、余分な脂肪をつきにくくしたり、血流の流れを良
くする効果を持つことも確認されている。海水中に繁殖できる菌が存在し
ないことからもわかるように、保存料やパラペンを使用する必要がない。
アロエベラ
100%オーガニックのアロエ成分を、99%という、業界最高の濃度で抽出可。
輸出・輸入双方向でのコンタクトを希望致します。

ブースなし
(バルセロナ・ビューティ □
ー・クラスターのブース □
で面談頂けます)

□

日本での代理店候補
化粧品メーカー（スペイン産の原料成分を使った製品開発にご関心をお持ち
の企業。完成品の OEM 供給も原材料供給もどちらも可能です。）
輸出希望化粧品メーカー(日本製の製品、主に美容医療とに皮膚科関連製品
をお持ちでスペインへの輸出を希望される企業)

来日担当者 Mr. Jose Manuel Fernández Baratech (CEO)
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4.Ferrer
医薬品研究開発・製造販売
http://www.ferrer.com/
1959 年設立のスペイン第二位の大手製薬企業。
医薬、ヘルスケア製品、分子・免疫・体外診断、
食品添加物、ファインケミカル事業で世界 95 カ
国に展開。
世界 25 カ国に拠点を持ち、95 市場で販売。
医薬品に関しては既に日本の複数の企業と提携があり、今回、化粧品とサニタリ
ー製品に関しパートナーを募集。
開発最終段階：新世代 UV（シリカカプセル化ＵＶフィルター）
特許取得済みの化合物の応用。
太陽光の強さや線量により効き目が落ちてしまう UV フィルターの働きを安定させ、浴び
る太陽光の強さや量に応じて「オンデマンド」に機能させ続けることができる。最
終的には、高い光安定性を有する段階的に作用するサンスクリーンの製品の開発が
可能。

前回に引き続いての来日です。
開発中の次世代 UV フィルターの試作品製造状況と、今後の開発スケジュールにつ
いてご報告致します。

ブースなし
(バルセロナ・ビューテ
ィー・クラスターのブー
スで面談頂けます)

コンタクト希望
インテリジェントＵＶフィルターにご関心をお持ち頂ける企業様

来日担当者 Ms.Judit Camargo (Business projects development manager)
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5.Magasalfa, S.L.
スキンケア・ヘアケア化粧品・香水開発製造
http://magasalfa.com/
2012 年設立。スキンケア化粧品とフレグランスの製造。
その他ラインアップとして、メイクアップ、フードサプリメント、スポーツコス
メ、ベビーケア商品もあり。
化粧品ブランド例

ニオソーム保湿クリーム

アンプル

ハリ美容液

- 見えない保護シールドによるフェイスマスク
- 生体模倣 L カルノシンペプチド
- 生姜根抽出物
3 つの強力な有効成分配合により、陽射しと大気汚染から肌を守る。
紫外線、赤外線、ブルーライトをカットし、PM 汚染粒子などから肌を守るこ
とで、肌本来の免疫力、はり・つや・明るさを取り戻す効果をもたらす。
香水ブランド例

こうした自社ブランド品の他に OEM での製造供給も可能です。
最新流行を常に把握し、当社が誇る専門性の高い創造性で、お客様に最もふさわ
しい製品を開発提案致します。

ブースなし
(バルセロナ・ビューティ
ー・クラスターのブースで
面談頂けます)

代理店候補とのコンタクトを希望致します。
オンライン、専門店、百貨店、薬局その他多様な販売チャネルを希望

来日担当者 1. Mr.Alberto Salvatella (CEO)
来日担当者 2. Mr.David Elizalde (International Markets)

2018 年 1 月スペイン美容クラスター来日企業のご紹介

6.Laboratorios Phergal, S.A.
ナチュラルコスメ ボディケア製品
www.phergal.com/
1984 年設立。スキンケアとヘアカラーに特化した製品製造。
皮膚科医療の最新研究に 30 年以上取り組んできた研究者たちの知識と経験が
可能にしたイノベーション開発企業。1994 年スペインで初めてのアンモニア
フリーカラー剤を発売し、現在 Naturtint のブランドで海外市場にも展開中。
製品は世界 5 大陸 40 カ国以上で販売され、現在、売上の 65%が輸出による。
主要な市場は北米、イギリス、北欧など。アジアに関しては中国、台湾市場に
実績あり。
日本とのコンタクトは今回が初。ヘアカラー剤 Naturtint と共に、ナチュラル
コスメのボディケア製品 ECOCERT を提案する。
ナチュラルコスメ ECOCERT とは：
ISO 9001:2008 及び GMP 22716 2007 に準拠した製薬施設にて製造される化
粧品。動物由来の原材料は使わない、ヴィーガン（vegan）の方にも使っても
らえる製品。




95%が天然由来 5%がオーガニック由来の原料
NO GMO（遺伝子組み換えなし）
PEG 系界面活性剤、SLS(ラウリル硫酸)、パラベン、フェノキシエタノー
ル、シリコン、パラフィンの使用なし



７つの目的別
Push-up Buttocks
Fitness
Flat tummy
Body Lift
Push-up Breast
Anti-Stretch Marks
Antidren

効果
下半身引締めジェル
ボディシェイプアップジェル
腹筋ウエスト引締め クリーム
アンチ-セルライト
バストアップ
妊娠や肥満によるトレッチマークの予防と肌修復
脚のリラックスとリフレッシュジェル

代理店候補とのコンタクトを希望致します。
できれば独占代理店として活動してくださる企業。
薬局、量販店、自然派化粧品などのチャネルでの販売を希望。

ブース出展社
来日担当者 Ms. Paula Ortiz (Export Manager)
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7.Sesderma, s.l.
「ナノテク」「遺伝子コスメ」スキンケア製品・研究開発
https://www.sesdermausa.com/
1989 年、皮膚科専門医ガブリエル・セラノ博士が設立した研究機関。スキンケ
ア製品にナノテクを応用した画期的な研究開発を行う。
“あなたの肌の声を聞く(Listening to your skin)”というキャッチコピーが示す通
り、日焼け、喫煙、保湿不足、その他様々な皮膚疾患を抱える患者の切実な願
いに応えることを使命としている。そのため、人口の 3,4%だけが直面している
ような、稀少皮膚トラブルへの対処も含め、400 以上の製品群を展開。
有効成分をカプセル化し、皮膚組織の深い層まで届ける「ナノテクコスメ」の
他、著名な大学や病院と協力しながら、細胞の核にまで到達させ遺伝子に作用
する「遺伝子コスメ分野」に及ぶ製品開発も手掛ける。

Dr.Gabriel Serrano
Sanmiguel

1991 年にグリコール酸含有のクリームを市場に出して以来、今日では世界 50
カ国以上で愛されるブランドに成長。日本市場とのコンタクトは今回が初。

ブースなし

代理店候補とのコンタクトを希望致します。

(バルセロナ・ビューティー・
薬局、量販店、スパ、医療機関、美容サロンなどオンライン・オフライン両方
クラスターのブースで面談
のチャネルでの販売を希望
頂けます)

来日担当者 1 Mr. Gustavo Cardona Chorro (International Director)
来日担当者 2 International DirectorMs. Zhu Xue (Maggie) (Business Unit Manager of APAC)
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8.Quimibios, S.L.、Careabout
ヘアケア製品向け化粧品原料
www.quimibios.com
1992 年設立。
スキンケア、ヘアケア、日焼け止め、メイクアップ化粧品向けの幅広い原材
料を調達し、化粧品成分としてすぐに使える形にして供給。
また、原料供給以外に OEM 製造、PB ブランド製造も可。
今回は、ヘアケア製品向けの研究開発・原料供給者であるドイツの
Careabout 社の担当者と共に来日する。
従い、特にヘアケア関連製品について、より深い案内が可能
活性成分、植物細胞、植物性の薄片、プロテイン、水溶性マニキュア、植物
性ポリマー、シリコーン代替品、プレバイオティクス、分散顔料、温泉水な
ど、天然成分に付加価値を付けた化粧品原料他、ヘアケア製品開発製造にか
かわるご相談に、適切な解決策と適した原料を提案致します。
輸出実績（ポルトガル、コロンビア、メキシコ他）
その他供給原材料 品目例：
制汗剤 / 保存料 / 乳化剤 / 増粘剤 / 湿潤剤 / 顔料 / 界面活性剤.... 他
Quimibios の原料調達元企業例：

ブースなし
(バルセロナ・ビューティー・クラスタ
ーのブースで面談頂けます)

次のような方々とのコンタクトを希望致します。
ヘアケア製品メーカー
ヘアケア製品 OEM メーカー
その他ヘアケア製品のコンサルティングや販売に関わる方々で、代理店とし
て顧客開拓にご協力頂ける方

来日担当者 1 Mr. Vicente Orta (Managing Director)
来日担当者 2 Mr. Oliver Brabänder (Managing Director, Careabout)

