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たかの友梨の1品6役オールインワンジェルが
新独自成分を配合してリニューアル
「エステファクト 3Dパーフェクタージェル」登場!
株式会社不二ビューティ

エステティックサロン
「たかの友梨ビューティ
クリニック」は、2019年8月20日
（火）
より、
「エステファクト 3Dパーフェクタージェル」
の販売を開始しました。たかの友梨オリジ
ナルの3Dトリートメントシステムを採用し、
まるでエステを受けたような健康的な美肌
へ導きます。

株式会社不二ビューティは、
エステティックサロン
「たかの友梨ビューティクリニック」
（電話：0120-00-1107）
とエステティシャンコスメ通販「たかの友梨ビューティショッピング」
（電話：0120-1107-38、
インターネット：
https://takanoyuri-bs.jp/）
にて、
「エステファクト 3Dパーフェクタージェル」の販売を開始しました。
シリーズ累計販売個数600万個を突破＊1した、
たかの友梨エステファクトシリーズの「オールインワン
ジェル20EX」がリニューアルし「エステファクト 3Dパーフェクタージェル」
として新登場しました。
美肌を構成する3つの要素に着目した“たかの友梨”オリジナルの3Dトリートメントシステムを採用。
プラチナに新たに2種類の植物幹細胞培養エキスを追加した独自成分、SCサイエンスD7＊2を20%配合。
ハリ・ツヤ・うるおいを与えるトータルエイジングケア＊3効果が期待できます。
さらに、年齢サインにアプローチ
する純粋レチノールをナノサイズのセラミドカプセルに閉じ込めたレチノールinセラミドカプセル＊4を配合。
有用成分を肌のすみずみ＊5まで届けます。自宅でも気軽に、
エステに近い効果を実感いただけるアイ
テムです。天然ローズの香りの伸びが良いジェルで、乾燥が気になる首元やデコルテのお手入れ、
パックにもおすすめです。
＊1：たかの友梨エステファクトシリーズ2013年12月〜2019年5月末の累計販売個数 ＊2：7つの幹細胞由来保湿成分
（アルガニアスピノサカ
ルス培養エキス、
リョクトウ成長点細胞培養エキス、
ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス、
サポナリアプミラカルス培養エキス、
リンゴ果
実培養細胞エキス、
コンフリーカルス培養エキス、
ブドウ果実細胞エキス:保湿成分）
をプラチナ
（白金：保湿成分）
に被覆させた成分です ＊3：年
齢に応じた肌のお手入れのことを言います ＊4：レチノール、
セレブロシド、
グリセリン、
トリ
（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリル、ペンチレングリコー
ル、
グルコシルルチン ＊5：角質層まで
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■商品概要
・商 品 名 ： エステファクト 3Dパーフェクタージェル
・内 容 量 ： 50g
・定
価 ： 10,000円（税込）
・商 品 名 ： エステファクト 3Dパーフェクタージェル
（ミニ）
・内 容 量 ： 6g
・定
価 ： 1,800円（税込）

「エステファクト 3Dパーフェクタージェル」の特徴

1 NEW 3Dトリートメントシステムを採用
美肌を構成する3つの要素に着目した“たかの友梨”オリジナルのトリートメントシステムを採用。
全ての要素の頭文字が「D」
から始まるため
「3Dトリートメントシステム」
と名付けました。

1

Deliver

（デリバー）
ハリ・ツヤ・うるおいを届け、
エステの手技を
直接受けたような仕上がりに。

1 Deliver（デリバー）

2

3

Diﬀuse

Defense

（ディフューズ）

（ディフェンス）

肌のすみずみ まで
うるおいを拡散させる。
＊5

乾燥からお肌を守る。

ハリ・ツヤ・うるおいを届け、エステの手技を直接受けたような仕上がりに。

よりエステに近い効果を実感いただけるように新独自成分SCサイエンスD7＊2を20%配合。
毎日お使いいただくことで、
まるでエステティシャンに直接手技を受けたような美肌へ導きます。
NEW

独自スキンケア成分『SCサイエンスD7＊2 』20%配合

植物幹細胞培養エキスを新たに2種類追加し、計7種類の植物幹細胞培養エキスを浸透性の高いプラチナナノコロ
ハリ･ツヤ･うるおい肌へ導きます。
イドに被覆しました。肌に浸透＊5し、

プラチナ
（白金）

リンゴ

サポナリアプミラ アルペンローゼ アルガンツリー
NEW

ブドウ

豊富なポリフェノール
を含有し高いUV耐性
や優れた美肌効果が。

NEW

緑豆

コンフリー

肌のコンディションを
高める働きがあり健
康的な肌へ導きます。

うるおい ハリ ツヤ

リンゴ
サポナリアプミラ
アルペンローゼ
アルガンツリー
緑豆
ブドウ
コンフリー

角質層イメージ

＊2：7つの幹細胞由来保湿成分
（アルガニアスピノサカルス培養エキス、
リョクトウ成長点細胞培養エキス、
ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキ
ス、
サポナリアプミラカルス培養エキス、
リンゴ果実培養細胞エキス、
コンフリーカルス培養エキス、
ブドウ果実細胞エキス：保湿成分）
をプラチナ
（白金：保湿
成分）
に被覆させた成分です ＊5：角質層まで
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2 Diﬀuse（ディフューズ）

肌のすみずみ＊5までうるおいを拡散させる。

年齢サインにアプローチするスキンケア成分、純粋レチノールをナノサイズの
セラミドカプセルに閉じ込めたレチノールinセラミドカプセル＊4を配合。
カプセ
＊5
ルに閉じ込めることで、有用成分が肌のすみずみ で溶け出し効果を発揮し
ます。

レチノール
セラミド

＊4：
レチノール、
セレブロシド、
グリセリン、
トリ
（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリル、
ペンチレングリコール、
グルコシルルチン
＊5：角質層まで

3 Defense（ディフェンス） 乾燥からお肌を守る。
肌のバリア機能を助けるために、表面に皮脂膜をつくる成分とセラミドに類似した植物性セラミドからなる成分、
ディフェンスリピッドを配合。バリア機能をサポートし健康的な肌づくりを目指します。

ディフェンスリピッド
表面に皮脂膜をつくる成分

保湿成分

健康的な肌の皮脂に着目し、皮脂の構成成分をマカ
デミアナッツ由来成分、
ホホバ由来成分、
オリーブ由
来成分を用いて独自の製法で模倣した成分。

植物性セラミド
（コメ由来のセラミド+パイ
ナップル由来のセラミド）
。

マカデミアナッツ

オリーブ

ホホバ

コメ

パイナップル

2 厳選した美容成分を配合

美容液成分
99.4%

ピンクの秘密は
凝縮された美容成分です

※水を含む

天然オイル成分

美肌成分

マルラオイル、
カメリアオイル、
ヘーゼルナッツオイル、
アボカドオイル、
アーモンドオイル、
オリーブオイル、
ローズヒップオイル、
サンフラワーオイル、
ホホバオイル、
マカデミアナッツオイル
モイストシリカ
（シラントリオール、加水分解コラーゲン）
、
アルプスの氷河水、EXO-T
（ビブリオアルギノ
＊
リチクス培養液）
、
ニンジン根エキス、
エステコラーゲン（水溶性コラーゲンクロスポリマー、
加水分解
コラーゲン）
、COQ10
（ユビキノン）
、
オリゴペプチド-24、
オイル3CP
（アラリアエスクレンタエキス、
ヒポファエラムノイデス油、
プルケネチアボルビリス種子油）
、
スクワラン、
グリチルリチン酸2K、
シア脂

＊エステでの使い心地に着目したコラーゲン

※使用感には個人差があります
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ご使用方法
〇洗顔後の清潔なお肌にお使いください。
〇顔の中心から外側に向かって両手のひらでお顔全体に伸ばしてください。
〇乾燥の気になる首元やデコルテにも塗付してください。

配合成分
水、
グリセリン、BG、DPG、
スクワラン、
ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス、
アルガニアスピノサカルス培養エキ
ス、
リョクトウ成長点細胞培養エキス、
サポナリアプミラカルス培養エキス、
リンゴ果実培養細胞エキス、
コンフリーカルス培養
エキス、
ブドウ果実細胞エキス、
白金、
レチノール、
セレブロシド、
（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、
グルコシルセラミド、
パイナップル果実エキス、
アラリアエスクレンタエ
キス、
ヒポファエラムノイデス油、
プルケネチアボルビリス種子油、
シラントリオール、水溶性コラーゲンクロスポリマー、加水分
解コラーゲン、
スクレロカリアビレア種子油、
ツバキ種子油、
マカデミア種子油、
ヘーゼルナッツ油、
アボカド油、
アーモンド油、
オリーブ果実油、
カニナバラ果実油、
ヒマワリ種子油、
ホホバ種子油、
ダイズ油、
オリゴペプチド-24、
ビブリオアルギノリチクス
培養液、
グリチルリチン酸2K、
ユビキノン、
ミツロウ、
シア脂、
ニンジン根エキス、
α-グルカン、
グルコシルルチン、
（アクリレーツ
／アクリル酸アルキル
（C10-30）
）
クロスポリマー、
エチルヘキシルグリセリン、
セタノール、
カルボマー、水酸化Na、
イソマル
ト、
キサンタンガム、
シメチコン、
ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、
エチドロン酸、炭酸水素Na、酸化鉄、
レシチン、
シリカ、
ペ
ンチレングリコール、
トリ
（カプリル酸／カプリリン酸）
グリセリル、乳酸、
エタノール
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■会社概要
会社名：株式会社 不二ビューティ
（たかの友梨ビューティクリニック）
代表取締役会長：たかの友梨
資本金：9500万円
創 業：昭和53 年9 月
本 社：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-37-5 たかの友梨レインボービル
主な事業内容：エステティックサロン
（たかの友梨ビューティクリニック）
の経営
U R L： http://takanoyuri.co.jp/
■関連URL
たかの友梨ビューティクリニック公式サイト https://www.takanoyuri.com/
たかの友梨BEAUTY SHOPPING https://takanoyuri-bs.jp/
たかの友梨美容専門学校 http://www.takanoyuri.ac.jp/
たかの友梨ビューティクリニック公式Facebook https://www.facebook.com/takanoyuri/
たかの友梨ビューティクリニック公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC0KWXxeﬀymWKErqNN83GEg/
たかの友梨オフィシャルブログ
「ヴィーナス紀行」https://ameblo.jp/yuri-takano/
株式会社スイスセルラボ・ジャパン コーポレートサイト http://swiss-celllab-japan.co.jp/
株式会社エカテリーナ コーポレートサイト http://ekaterina-jewelry.com/

