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美しさを呼び醒ます幹細胞サイエンス

あなたの肌は、美しさへの可能性に満ちています。 
「esther」は肌の内側 *1 へと働きかけ、
あなたの中に眠っている美を呼び醒まします。 
それは一晩で消えてしまう魔法ではなく、 明日へと続く
美しさの奇跡。
まるで肌にスイッチを入れるようにふたたび幸せな時間
が動き出します。

*1: 内側は角層まで
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「esther」それは、次世代の
スキンケア「幹細胞サイエンス」
すべての細胞の起源である「幹細胞」に注目したサイエン
スコスメです。 最先端の再生医療を化粧品に応用し、テク
スチャによる一時的な効果で はなく、細胞レベルで肌を
変えていくという次世代のスキンケアです。活 性がおろ
そかになった細胞を呼び醒まし、輝かせる真のスキンケ
ア、それ が「幹細胞サイエンス」です。

「補う」から「再生」へ 
これまでのスキンケアは、年齢と共に減少してしまう
ECMタンパク質や細胞間脂質などの肌成分を「補う」こと
が目的でした。
これからのスキンケアは、肌の内側 *1 に直接働きかけ、細
胞の代謝を促 すことで肌の再生力を高め、長期化してし
まったターンオーバーを正常化 し、押し返すようなハリ
や潤いのある艶肌へと導きます。

*1: 内側は角層まで
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肌本来の美しさを呼び醒ます 次世代アクティブ成分

ヒト幹細胞培養液「ADSC-CM」
「ヒト幹細胞培養液 *1」 とは、幹細胞が分 泌するタンパク質成分で
す。肌の内側 *2 に直接働きかけ、細胞の代謝を促すこと で肌の再生
力を高め、美しい肌を効果的 に育みます。

アンチエイジングペプチド 「プロリフィルF4」
最新の分子生物学研究から生まれた、 DDS 機能を兼ね備えたコスメ
シューティカル成分です。 コラーゲンのリサイクルメカニズムにダ
イレクトにアプローチします。

肌専用アンチエイジング
ビタミンC誘導体「ビタ-HA」

肌専用に開発された浸透型 *3 ビタミン C 誘導体です。肌表面に低分
子ヒアルロン酸の膜をつくり、切り離されたビタミン C を肌の内側
*2 へと送り届けます。

*1: 内側は角層まで

呼び醒ます
ヒト幹細胞培養液

1

ハリと艶めき
アンチエイジング ペプチド
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透明感へ導く
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 美を凝縮した高濃度カクテルでしっとりと輝きを放つ肌へスイッチ。

CREAM

20g  ¥35,000( 税別 )
幹細胞 *1 サイエンスがすべて詰まった、高濃度ク
リームです。 リポソームカプセルに閉じ込めた整肌成
分「幹細胞培養液 *1」 が、深層部 *2 まで届き、年齢と
ともに変化するお肌の悩みにアプローチし、生き生き
とした輝きをもたらします。 

*1:esther シリーズに配合している整肌成分
  「ADSC- CM( ヒト脂肪細胞順化培養エキス )」のこと
*2: 深層部とは角層まで

肌に塗った瞬間に、有効成分の入ったリポソームカプ
セルを優 しく包み込むバルキージェルネットワーク
が次々と弾け、放た れたカプセルが肌に浸透 *1 して
いきます。　*1: 浸透は角層まで

バルキージェルネットワーク技術

Sアルティメトリークリーム
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【成分表】
水,ヒト脂肪細胞順化培養液エキス,シクロペﾝタシロキサン,グリセリン,BG,ジメチコン,ナイアシンアミド,フェニルトリメチコン,セタノール,(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー,カバ葉/根/茎エキス,ステアリン酸グリセリル,ステ
アリン酸PEG-100,1，2-ヘキサンジオール ,ゴボウ根エキス,シア脂,メシマコブエキス,ポリクオタニウム-51,規定化細胞培地9,ヒアルロン酸アスコルビルプロピル,パルミトイルペンタペプチド-4,カプリロイルジペプチドー17,アセチルグル
コサミン,水溶性コラーゲン,ビサボロール,アルブチン,フラーレン,アルガニアスピノサ核油,カンゾウ根エキス,ワセリン,スベリヒユエキス,クズ根エキス,センキュウエキス,シャクヤクエキス,加水分解水添デンプン,水添レシチン,アロエベラ
液汁,PEG/PPG-18/18ジメチコン,ポリアクリル酸Na,ベタイン,エチルヘキシルグリセリン,酢酸トコフェロール,カミツレ花エキス,ダイズ芽エキス,オウゴン根エキス,ヒアルロン酸Na,炭酸ジカプリリル,ポリソルベート20,オキシベンゾン-4,
アデノシン,ジステアリン酸スクロース,パンテノール ,ピロ亜硫酸Na,セラミドNP,カルボマー,キサンタンガム,葉酸,(メタクリル酸グリセリルアミドエチル/メタクリル酸ステアリル)コポリマー,コレステロール,(C12，13)パレス-3,(C12，
13)パレス-23,(ジビニルジメチコン/ジメチコン)コポリマー,ラフィノース,メチルイノシトール,トロメタミン,シクロメチコン,ジステアリン酸ペンタエリスリチル,トリデセス-6,グリコシルトレハロース,フェノキシエタノール,香料  
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お客様からのよくある質問

A. 幹細胞は含まれておりません。幹細胞を培養する際に、幹細胞が分泌する
様々なタンパク質成分が含まれています。幹細胞自体は入っておりませんの
で、倫理的な問題や遺伝学的な問題はなく、とても安全性の高い「次世代アンチ
エイジング成分」と言われています。

Q. 幹細胞培養液には「幹細胞」は含まれていますか？
A. 単品でもそれぞれの役割を果たすよう処方されているので、必ずしもすべ

インに幹細胞培養液を配合したオビアスは、ラインでご使用いただくことで配
合成分や使用感をバランスよく調整し、より効果を発揮できるように設計して
おります。単品でご使用いただくよりもラインでご使用頂ければ、より美容効
果を期待できます。

Q. ラインナップ全てを使用した方が良いのでしょうか？

A. estherの特許浸透技術は、洗顔後のお肌に直接ご使用になることで最大
の効果を発揮します。そのため他社製品と混ぜ合わせることなくご使用頂くこ
とをお勧めいたします。特にオイル系の美容液などをご使用いただくと、肌の
表面に膜をつくってしまい有効成分のデリバリーの妨げとなってしまいます。

Q. 他社製品を一緒に使用することで悪影響は起きませんか？

A. 性別を問わずお使いいただけるエイジングスキンケアです。男性は女性に
比べると若干皮脂の分泌量が多いという違いや、化粧をしないといった肌環境
の違いはありますが、肌そのものの構造に関して違いはありません。

Q. estherは男性も使用できますか？

A. ヒト脂肪由来幹細胞の培養液です。表示名称は「ヒト脂肪細胞順化培養液エ
キス」です。生物由来原料基準に則り、徹底された管理体制の基で生産された成
分ですので安心してご使用いただけます。

Q. estherの幹細胞培養液は何由来ですか？

A. ホルモンは含まれておりません。 幹細胞培養液には、細胞の活性を促す生理
的活性の高いタンパク質成分などが豊富に含まれていますが、ホルモンは含ま
れておりません。幹細胞が分泌する多様なタンパク質成分には、細胞の代謝を
促す生理活性の高い成分がとても多く含まれています。細胞の代謝を高めるこ
とで多様な効果を発揮する高機能生物素材です。

Q. 幹細胞培養液には「ホルモン」は含まれていますか？
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監修

開発・プロデュース

、
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八藤浩志 52歳
ビジネスプランコンテストでの優勝を機に、駅ビルを中心に店舗展開する会員制ネイルサロン
NAILSTATIONの事業化。ベレックス株式会社を設立して、会員制のネイルサロン展開をビジネス化。 
NAILSTATION／NAILSTATION VERY／GLOCCYの３ブランドを関東を中心に展開中。 

自身の入院・闘病生活を機に、健康の大切さを痛感し「経営者がいつまでも若 し々く元気であるため」のノウ
ハウ構築に着手。この10年間に1億円以上投じて得たノウハウを元に経営者にウェルネスライフを提案する
メソッドの開発に成功。

西島直李 株式会社japanbestheal.代表取締役

cosmoprof academy卒。2002年よりCIBTAC,CIDESCO 他整体、カイロプラクテック等の様 な々師匠につき
総数２3に及ぶ資格を持つ。

2009年　東京都港区に小顔と、エイジングケアに特化したエステティックサロン「healing force N」をオープン。
2010年　ハワイ州大学にて解剖研修に参加。
2013年　自社ブランド初となる化粧品、healing force Nエッセンスが完成。
2014年　モナコへ渡仏。
　　　　 東京神　エステ100選（幻冬舎）、ブライダル神エステ 100選に小顔の神として称される
2016年　ミスユニバースビューティーキャンプ講師。
2017年　新化粧品ブランド esther grace cosmeticsを立ち上げ、開発と研究にたずさわる。
2018年　esther SCビューティーエッセンス、Sアルティメントリークリーム完成。
　　　　 美容液を全身に使用するオリジナルのアンチエイジングメソッド「幹細胞セルビューティーメソッド　」を
　　　　 全国展開、女性の社会支援や、コンサルティングも行なっている。

R
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今、そして未来へ向けて美しさを呼び醒ます

遺伝子の解明とともに老化のメカニズムが科学的に明らかになり始め、美容や
エイジングへの関心が益々高まっています。これまでのスキンケアは肌の表面
を潤したり、不足した成分を補うなど、エイジングに対処するものであり、根本
的解決ではありませんでした。

エステルがお届けするのは、次世代のスキンケアである「コスメシューティカ
ル」です。コスメシューティカルとは、科学的根拠に基づき、効果が検証された
スキンケア製品です。
わたしたちエステルは、再生医療の成分として注目されている「ヒト幹細胞培
養液」をはじめとしたバイオマテリアルに着目しています。バイオマテリアル
はこれまでのケミカルマテリアルに対し、より生体親和性に優れており環境に
もやさしく、これからの「コスメシューティカル」を実現する革新的成分です。
最先端のバイオサイエンスがもたらす最高の成分により、肌本来の再生力を呼
び醒ますことで、エイジングケアは大きく進化しました。

美しさは、自信と喜びをもたらします。わたしたちエステルは皆さまの中に
眠っている美しさを呼び醒まし、輝きと笑みで満たされた人生に導く製品の開
発を目指しております。

(株)japanbesthealは、高機能性化粧品原料や高機能性健康食品原料の販売及び
製品企画を行うアンチエイジング株式会社と提携しております。

アンチエイジング株式会社は、CELLINBIO 研究所のマーケティングパート
ナーとして、次世代のバイオアクティブ成分を提供すると共に、ユニークで優
れた開発プラットフォームを提供しております。CELLINBIO 研究所は、「ホメ
オスタシス（生物学的恒常性）」に基づいたバイオマテリアルの研究を基盤に、
創薬とDDS（ドラッグデリバリーシステム）、メディカルデバイスの研究・開発
を行うR＆D に特化したバイオベンチャーです。創薬の過程で得られる様々な
安全で有効な成分をコスメやサプリメント分野に応用しています。

会社概要

所在地

HP

代表者

設立

事業内容

商号 株式会社japanbestheal.

http://esther-cosmetics.com

西島 直李

2010年3月2日

自社オリジナル化粧品の販売
エステティックサロンの運営

港区赤坂3丁目14-7バルビゾン44ビル7階
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