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Spec ia l Cream

人生に優しく寄り添う

Made in Japan
発　売　元　株式会社Deaiwo　TEL 06-6556-7395　MAIL tsunagou@deaiwo.com
製造販売元　株式会社コスモビューティー　大阪市此花区島屋4丁目3番43号

レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド（保湿成分）配合
デアイヲスペシャルクリーム

ずっと待ってた。
やっと出会えた。
Special だ。

Deaiwo がオススメするスペシャルなお肌のお手入れ
①ハリ不足が気になる箇所にはスペシャルクリーム　②整肌・保湿のビヨウエキクリームを塗布
優しくお肌を包み込むように馴染ませてください

※１ 世界初の化粧品原料：INCI（International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 化粧品原料国際命名法）に新規登録された原料「レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド」のこと
※２※３ 令和 4年７月 12 日　世界商品情報データベースにて、当該成分を配合している化粧品の有無を調査致しましたが、該当する製品は無いという調査結果が得られました。
 以上により、「世界初原料」ならびに「世界初原料を配合した商品第 1号」「日本初のレスベラトロールジメチルエーテルグルコシド配合商品」訴求を差支えないものと判断致しました。
　

デアイヲスペシャルクリームは

世界初の化粧品原料
保湿成分
レスベラトロールジメチルエーテルグルコンド配合

ハリ・キメ・ウルオイが整った肌へと導きます。
キメを整えて乾燥による小じわを目立たなくします。
＊効能評価試験済み



結果につきまして、最大シワ平均深度および最大シワ最大深度の4ｗ変化量において、
試験品塗布部位と無塗布部位間に有意差が認められました。
本試験条件下において試験品は、乾燥による小じわを目立たなくする効果を有することが示されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

オフィシャルサイト
https://deaiwo.com

WEBショップ
https://deaiwo.base.shop

〈全成分〉水、ＤＰＧ、メドウフォーム油、グリセリン、スクワラン、セテアリルアルコール、エタノール、ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）、トロポロン、レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド、ヒト脂肪細胞順
化培養液エキス、酵母エキス、ペンチレングリコール、ポリグルタミン酸、ヒアルロン酸Ｎａ、水溶性コラーゲン、１，２－ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、加水分解サケ卵巣膜エキス、コプチスチネンシス根茎エキス、ビルベリー葉エキス、ヒト
オリゴペプチド－１、ポリクオタニウム－５１、グリチルレチン酸ステアリル、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、シア脂、（クエン酸／乳酸／リノール酸／オレイン酸）グリセリル、オリーブ果実油、セラミドＮＰ、パルミチン酸
レチノール、セラミドＡＰ、フィトスフィンゴシン、セラミドＥＯＰ、ミリスチルアルコール、ジメチコン、コレステロール、カルボマー、キサンタンガム、ステアロイルグルタミン酸Ｎａ、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸スクロース、ラウロイルラクチレー
トＮａ、ポリソルベート６０、ベヘニルアルコール、ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油、ＢＧ、コーン油、水酸化Ｎａ、クエン酸Ｎａ、トコフェロール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、フェノキシエタノール、香料

販売名：デアイヲスペシャルクリーム　内容量：20g　￥16,500（￥15,000＋10%税） 日本製

世界初化粧品原料※１「レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド（保湿成分）」配合
スキンケアコスメとして販売するのは、デアイヲスペシャルクリームが日本初※２となります。
レスベラトロールジメチルエーテルグルコシドは、
健康食品に配合される注目のレスベラトロールと
類似組成のプテロスチルベンを独自製法を用いて
糖鎖をつけたプテロスチルベン配糖体の事。濃
厚リッチなクリーム製剤への配合が良いとされて
いることに注目し、Deaiwoの人気商品デアイヲビ
ヨウエキクリームと合わせました。ヒト幹細胞培
養液エキス＊1は、デアイヲビヨウエキクリームの
10倍量配合し、バラの酵母から抽出した保湿成
分「酵母エキス」を配合するなど、Deaiwo独自
の成分配合にて、集中保湿美容液クリームとして
商品化。レスベラトロールジメチルエーテルグルコ
シド配合化粧品として、市場に販売する第１号商
品※3です。

乾燥による小じわを目立たなくする効能評価試験済

レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド ヒト脂肪細胞順化培養液エキス 酵母エキス

ＥＧＦ＝ヒトオリゴペプチド-1 ヒアルロン酸Na 3種のセラミド ＊1

3種のビタミン ＊2 アミノ酸誘導体 ＊3 メドウフォーム油

スクワラン 海洋性プラセンタエキス ＊4 ビルベリー葉エキス

整肌保湿成分

保湿成分

グリチルレチン酸ステアリル コプチスチネンシス根茎エキス

コスモビューティーオリジナル原料　バラの「酵母エキス」
デアイヲスペシャルクリームは、バラの名産地 広島県福山産の薔薇の酵
母から抽出したアミノ酸が豊富な酵母エキスを配合しています。
バラより単離した酵母は、パンやワイン作りにも応用されています。
美しさの象徴として古来から愛される薔薇を用いて、化粧品に配合した
いとの思いから、化粧品に使用できる福山産バラの品種ダマスクローズ
を使い、「酵母エキス」を開発したのが(株)コスモビューティーです。

濃厚リッチなクリームが、
スッと馴染みお肌をやさしく包み込む。
潤いケアして、
陶器のような滑らかな肌へ。

ハリ不足を感じたら、
「デアイヲスペシャルクリーム」

*1セラミドNP・セラミドAP・セラミドEOP　*2パルミチン酸レチノール（ビタミンA誘導体）・トコフェロール（ビタミンＥ）・テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（ビタミンC誘導体）　
*3ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル）・ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）　*4加水分解サケ卵巣膜エキス　

美容液成分95.1％（精製水含む）

美肌の基本は、整肌保湿成分にあり。幾種類ものこだわり成分を配合しています。
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笑って

Deaiwo がオススメするスペシャルなお肌のお手入れ
①ハリ不足が気になる箇所にはスペシャルクリーム　②整肌・保湿のビヨウエキクリームを塗布
優しくお肌を包み込むように馴染ませてください

※１ 世界初の化粧品原料：INCI（International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 化粧品原料国際命名法）に新規登録された原料「レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド」のこと
※２※３ 令和 4年７月 12 日　世界商品情報データベースにて、当該成分を配合している化粧品の有無を調査致しましたが、該当する製品は無いという調査結果が得られました。
以上により、「世界初原料」ならびに「世界初原料を配合した商品第 1号」「日本初のレスベラトロールジメチルエーテルグルコシド配合商品」訴求を差支えないものと判断致しました。
　

辛い事も笑い飛ばせる強さ
年齢を重ねて育まれた魅力



結果につきまして、最大シワ平均深度および最大シワ最大深度の4ｗ変化量において、
試験品塗布部位と無塗布部位間に有意差が認められました。
本試験条件下において試験品は、乾燥による小じわを目立たなくする効果を有することが示されました。
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販売名：デアイヲスペシャルクリーム　内容量：20g　￥16,500（￥15,000＋10%税）

日本製

世界初化粧品原料※１「レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド（保湿成分）」配合
スキンケアコスメとして販売するのは、デアイヲスペシャルクリームが日本初※２となります。
レスベラトロールジメチルエーテルグルコシドは、
健康食品に配合される注目のレスベラトロールと
類似組成のプテロスチルベンを独自製法を用いて
糖鎖をつけたプテロスチルベン配糖体の事。濃
厚リッチなクリーム製剤への配合が良いとされて
いることに注目し、Deaiwoの人気商品デアイヲビ
ヨウエキクリームと合わせました。ヒト幹細胞培
養液エキス＊1は、デアイヲビヨウエキクリームの
10倍量配合し、バラの酵母から抽出した保湿成
分「酵母エキス」を配合するなど、Deaiwo独自
の成分配合にて、集中保湿美容液クリームとして
商品化。レスベラトロールジメチルエーテルグルコ
シド配合化粧品として、市場に販売する第１号商
品※3です。

乾燥による小じわを目立たなくする効能評価試験済

レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド ヒト脂肪細胞順化培養液エキス 酵母エキス

ＥＧＦ＝ヒトオリゴペプチド-1 ヒアルロン酸Na 3種のセラミド ＊1

3種のビタミン ＊2 アミノ酸誘導体 ＊3 メドウフォーム油

スクワラン 海洋性プラセンタエキス ＊4 ビルベリー葉エキス

整肌保湿成分

保湿成分

グリチルレチン酸ステアリル コプチスチネンシス根茎エキス

コスモビューティーオリジナル原料　バラの「酵母エキス」
デアイヲスペシャルクリームは、バラの名産地 広島県福山産の薔薇の酵
母から抽出したアミノ酸が豊富な酵母エキスを配合しています。
バラより単離した酵母は、パンやワイン作りにも応用されています。
美しさの象徴として古来から愛される薔薇を用いて、化粧品に配合した
いとの思いから、化粧品に使用できる福山産バラの品種ダマスクローズ
を使い、「酵母エキス」を開発したのが(株)コスモビューティーです。

濃厚リッチなクリームが、スッと馴染み
お肌をやさしく包み込む。
潤いケアして、
陶器のような滑らかな肌へ。

ハリ不足を感じたら、
「デアイヲスペシャルクリーム」

*1セラミドNP・セラミドAP・セラミドEOP　*2パルミチン酸レチノール（ビタミンA誘導体）・トコフェロール（ビタミンＥ）・テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（ビタミンC誘導体）　
*3ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル）・ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）　*4加水分解サケ卵巣膜エキス　

美容液成分95.1％（精製水含む）

美肌の基本は、整肌保湿成分にあり。幾種類ものこだわり成分を配合しています。

〈全成分〉水､DPG、メドウフォーム油、グリセリン、 スクワラン、セテアリルアルコール、エタノール、ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル)、 トロポロン、
レスベラトロールジメチルエーテルグルコシド、ペンチレングリコール、ポリグルタミン酸、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、加水分解ローヤルゼリータンパク、コンフリー葉エキス、 
1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、加水分解サケ卵巣膜エキス、 コプチスチネンシス根茎エキス、ビルベリー葉エキス、酵母エキス、ヒトオリゴペプチド-1、ポリクオタニウム
-51、グリチルレチン酸ステアリル、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、シア脂、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸) グリセリル、オリーブ果実油、セラミド
NP、パルミチン酸レチノール、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、セラミドEOP、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ミリスチルアルコール、ジメチコン、コレステロール、カルボマー、キサ
ンタンガム、ステアロイルグルタミン酸Na、 ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸スクロース、水添レシチン、ラウロイルラクチレートNa、ポリソルベート60、ベヘニルアルコール、
PEG-60水添ヒマシ油、BG、 コーン油､水酸化Na、クエン酸Na、トコフェロール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、フェノキシエタノール、香料



人生に優しく寄り添う

整肌、保湿～エイジングケア＊１

Deaiwo Serum Cream
これひとつ

美容液成分 95.1％　※精製水含む
クリームの保湿力で潤いを閉じ込めつつ
クリームの概念を覆す　べたつかない使用感
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整肌保湿につながる厳選美容液成分
　　　　バランス良く配合
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