ADIPOLESS™
CHARACTERISTICS

—
wesourceはSeppic社が誇る有効成分のラインナップです。
自然がもつ力にインスパイアされた科学者と情熱をもった
探索者たちによってもたらされました。

私たちは、美しさに最もインスピレーションを与えるのは、
生命がもつ力だと考えています。
私たちにとって、有効成分の研究とは世界に対する好奇心です。
世界中の生命がもつ力と革新的な技術を結びつけることで、
私たちは美しさに力を与える真のソリューションを創り出します。
私たちは肌・髪に優れた効果をもたらす有効成分を提供するだけ
でなく、独創的なアプローチおよび生命と自然の観察によって
創り出されたストーリーとコンセプトを提供します。

表示名称：

キノア種子エキス、BG、水

配合推奨量：

2%

溶解性：

水溶性

防腐剤：

フェノキシエタノール

外観：

液体

効果：

むくみとり / クマ消し /
血管新生阻害/ スリミング

処方上の注意：

乳化の前、または後で水相へ添加。

各種認証：
私たちの民族植物学者は、世界に対する好奇心＆持続的なイノベー
ションの精神に基づいて新しい有効成分を絶えず探求しています。
そして今日、wesourceは海洋生物学、植物エキス、植物化学が
もたらした有効成分を提供することで、
パーソナライズしたサービスを世界中の顧客に提供しています。

中国INCI

FORMULA EU 07214A
«Bye-Bye shadows»

Botanical Extraction

—

A 水
SEPINOV EMT 10

残量
1.50%

BG
グリセリン
ADIPOLESS™
防腐剤
pH=6.3に調整

2.00%
3.00%
2.00%
1.00%

私たちは植物のもつ力を探求する際、生物多様性やその地
域の伝統に配慮しています。
また、栽培された植物または倫理的に収穫された植物から
得られる有効成分を探求しています。

ADIPOLESS™

*China Compliant: all INCI names are listed on the IECIC list of December 2015. COSMOS Approved: raw material approved by ECOCERT GREENLIFE, in conformity with Cosmos standard. Naturality profile according to ISO 16 128 norm, Sourced

目元のくすみ、サヨウナラ！

Nota: The analytical specifications warranted are only those mentioned on the certificate of analysis supplied with each delivery of the product.Except as set forth above, SEPPIC* makes
no warranties, whether express, implied of statutory, as to the product which is the subject of this document. Without limiting the generality, of the foregoing, SEPPIC* makes no warranty
of merchantability of the product or of the fitness of the product for any particular purpose. Buyer assumes all risk and liability resulting from the use or sale of the product, whether singly
or in combination with other goods. The information set forth herein is furnished free of charge and is based on technical data that SEPPIC* believes to be reliable. Its is intended for use
by persons having technical skill and their own discretion and risk. Since conditions of use are outside SEPPIC*’s control, SEPPIC* makes no warranties, express or implied, and
assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing herein Is to be taken as a license to operate under or a recommendation to infrige any patents.

Air Liquide Healthcare is a world leader is medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care
from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.
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MassBalance: primary sourcing is MassBalance.

Beyond

> 抗クマ効果
クマ消し効果 (被験者 38名 28日間連用）

CHENOPODIUM QUINOA
—

ADIPOLESSTM

プロトコル

5000年以上の歴史を持つこの聖なる穀物、キノアは、"ペルー米"
もしくは"母なる穀物"と呼ばれます。
キノアは南アメリカにあるアンデス高原の中心で育てられ、インカの
食文化において重要な役割をもちます。
この高尚な穀物は、ミネラル、ビタミン、不飽和脂肪酸および
8つの必須アミノ酸などの栄養を豊富に含むことが知られています。

クマ消し効果

► クマのある20名の被験者（30～60歳、平均45歳）を
2群用意
► ADIPOLESS™を2％配合したゲルまたはプラセボを
1日1回目の下に塗布（28日間連用）
► 偏光光度計（TiVi®600）を用いて、真皮中の
赤血球濃度を測定し、連用前後で比較

—

Results

90％の被験者の赤血球濃度が低下

プラセボと比較して、

目に見える
効果

私たちは長い歴史を持つこの植物に着目し、民族植
物学者の手によって、肌に多機能的な力をもたらす
高品質な有機栽培のものを選別しました。

A：血管新生の減少

B：血管新生阻害：MMP-9シグナル阻害
*有効成分濃度

ADIPOLESS™

► A: 毛細血管を形成する血管内皮細胞を
3次元培養（陽性対照：フマギリン）

まぶたは非常に繊細

ADIPOLESS™
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フマギリン

MMP-9活性阻害率（%）

プロトコル

血管新生阻害率（%）

> 毛細血管新生の制御
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► B: 蛍光免疫染色を用いて、血管新生のマーカー
であるメタロプロテナーゼ-9（MMP-9）の
活性を測定
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► MMP-9活性が70%減少

► 毛細血管構造が90％減少

90%
血管新生阻害

ADIPOLESS™は、血管新生を阻害することで
クマを薄くします。

～疲労、脱水、過度なダイエット、ストレス、血行不良 etc.～
まぶたのくすみやむくみ、クマの原因は多岐にわたります。

ADIPOLESS™は、血管新生を阻害することで
毛細血管ネットワークの制御＆肌のハリを回復し、
クマを消して肌を均一にします。

> 肌のハリを維持

15

+79%
16.3
14.6

► エラスターゼ処理を行ったヒトの肌（ダメージ
肌）の凍結切片を作製し、弾性線維の割合を組織
学的に定量
► ダメージ肌にADIPOSLESS™を処理し、保護さ
れた弾性線維の割合をコントロールおよびダメー
ジ肌と比較

肌のハリは、くまの毛細血管ネット
ワークを目立たせないために重要

弾性線維の量

プロトコル

10

8.3
5

79%
弾性線維の保護

0

コントロール

弾性線維

ADIPOLESS™は、肌を健やかに保ちます。

弾性線維 vs ダメージ肌
=
+79%* の保護
p<0.01

ダメージ肌

ダメージ肌
+ ADIPOLESS™ 0.05%

弾性線維

