NEWS RELEASE
報道関係各位
2016 年 11 月 30 日
株式会社ディノス・セシール
～話題の「パントエア菌 LPS※」に、発酵エキスを加えた独自のプレミアムな製法～

年齢肌にアプローチする『イミニ リペアエモリエントクリーム』が新発売
株式会社ディノス・セシール（本社：東京都中野区）は、
「セシール」で展開する、古から使い続けられ
ている様々な天然由来成分に着目し、これらと先端科学とを融合して、人が本来持っている、健やかで美し
く強い肌へと導くコスメブランド「imini（イミニ）
」より、今注目の素材「パントエア菌LPS※」と発酵エキ
スによる独自プレミアム製法を採用した『イミニ リペアエモリエントクリーム』
、天然由来洗浄成分で洗い
上げる『イミニ リペアリキッドクレンズ』を、2016年12月1日より新発売します。
（※ 保湿成分）

パントエア菌LPS※1と発酵エキスによる独自プレミアム製法、
1本で5役とマルチなエイジングケア※2クリーム
肌の潜在能力へアプローチする、注目の成分「パントエア菌
LPS※1」に加え、LPSと深く関わる発酵エキス4種類を厳選・配合
した独自のプレミアム製法を採用した『イミニ リペアエモリエ
ントクリーム』が新登場です。この処方ではそれぞれの成分が
持つ力が高まり、エイジングサインを総合的にケアして、柔ら
かく潤いに満ちたツヤ溢れるハリ肌へと導きます。さらに選び
抜かれた15種類の美容液成分も加え、乾燥やハリ不足、ゆらぎ
などの肌悩みを全方向からサポートします。
また、独自の浸透技術がパントエア菌LPS※1をはじめとする美
容液成分を角層すみずみまで浸透させ潤いをしっかりと閉じ込
めるため、肌表面がなめらかに整い、日中の乾燥や化粧崩れも
防ぎます。1本でクリーム・アイクリーム・美容パック・リフト
ケア・化粧下地とマルチな用途に使え、さらに肌への優しさを
考えて、8つの成分（石油系界面活性剤、シリコン、合成ポリマー、
鉱物油、着色料、合成香料、アルコール、パラベン）を無添加。
美容液成分90％以上配合のこのクリームは、こっくりと濃厚で
贅沢な使い心地とほのかなローズの香りで、リラックスして
お手入れしていただけます。
（※1 保湿成分、※2 年齢に応じたケア）

New

イミニ リペアエモリエントクリーム
imini repair emollient cream

-商品名：イミニ リペアエモリエントクリーム
-タイプ：クリーム
-容 量：30g
-価 格：6,500 円（税抜）
＜使い方＞ 化粧水、乳液等で肌を整えた後、適量（パ
ール粒大）を顔全体になじませてください。

1. 独自のプレミアムな製法を採用、
エイジングサインを総合的にケア
※

※

※

※
※

（イメージ、※保湿成分）

《全成分》
：水、スクワラン、パルミチン酸セチル、グリセリン、
ワセリン、BG、ベヘニルアルコール、ペンチレングリコール、
ステアリン酸ポリグリセリル-10、
ステアリン酸グリセリル
（SE）
、
ダイマージリノール酸（フィトステリル/イソステアリル/セチル/
ステアリル/ベヘニル）
、ステアリン酸、シア脂、セレシン、パン
トエア/コメヌカ発酵エキス液（LPS）
、酒粕エキス、乳酸桿菌/乳
発酵液、乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液、乳酸桿菌/セイヨウナシ果
汁発酵液、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミド
NP、オウゴン根エキス、カンゾウ根エキス、ナツメ果実エキス、
ハトムギ種子エキス、ドクダミエキス、α-アルブチン、ユズ果
実エキス、ツバキ種子油、月見草油、マカデミア種子油、ホホバ
種子油、ラベンダー油、オレンジ果皮油、センチフォリアバラ
花油、トコフェロール、ステアロイルグルタミン酸 Na、キサン
タンガム、フェノキシエタノール
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2. 厳選の美容液成分 15 種類が、肌悩みを全方位的にケア
ハリ・弾力
エラスチン※／コラーゲン※
／セラミド NP※

潤い
シア脂※／ツバキ種子油※／
月見草油※／マカデミア種子
油※／ホホバ種子油※

透明感

ゆらぎサポート

α-アルブチン※／
ユズ果実エキス※

オウゴン根エキス※／カンゾウ根
エキス※／ナツメ果実エキス※／ハト
ムギ種子エキス※／ドクダミエキス※
（※保湿成分）

3. 独自の浸透技術が肌に潤いを閉じ込め 、
つるんとなめらかな柔肌に

4. 1 本 5 役とマルチに使えるクリーム

※

クリーム

アイクリーム
リフトケア

美容パック

化粧下地

5. 8 つの無添加で肌へのいたわり
潤いで
しっとり

《8 つの配合しない成分》
×石油系界面活性剤 ×シリコン ×合成ポリマー ×鉱物油
×着色料 ×合成香料 ×アルコール ×パラベン

角層

（イメージ、※角層まで）

New

イミニ リペアリキッドクレンズ
imini repair liquid cleanse

-商品名：イミニ リペアリキッドクレンズ
-タイプ：クレンジング・洗顔
-容 量：145ml
-価 格：3,800 円（税抜）

化粧水のようなみずみずしさが肌になじんでメイクを
浮き上げる、天然由来洗浄成分配合の水クレンジング
配合した 3 つの天然成分（フルーツ酸※1、パパイン酵素※1、
粘土ベントナイト※1）が、ポイントメイクや皮脂から毛穴の汚れ
まで、ふわっと浮き上がらせ、しっかりと優しくオフする『イ
ミニ リペアリキッドクレンズ』は、年齢とともにくすみが
ちな肌をクリアに導きます。肌本来の力を強く導く「パント
エア菌 LPS」や、リンゴ肝細胞エキス※1、ざくろエキス※1
配合で、汚れを落としながらも肌をトリートメントし、潤い
やハリ・弾力を導きます。また、数種の植物オイルや植物
エキスが開いた毛穴もキュッとさせて目立ちにくくします。
濡れた手でも使えて、W 洗顔も不要。クレンジング・洗顔・
黒ずみ※2 除去・角質ケア・エイジングケア※3 と多用途で、
さらに肌に不要な 8 成分（石油系界面活性剤、シリコン・合成
ポリマー、鉱物油、着色料、合成香料、アルコール、パラベン）
を無添加としました。
まるで化粧水のようなみずみずしさでメイクがふわっと
浮き上がり、汚れがするっと落ちるだけでなく、90%以上を
占める天然由来の美容液成分によって、キメの乱れが整い、
肌にハリ・弾力をもたらします。

＜使い方＞ 清潔な手に適量（2、3 プッシュ）を取り、
顔全体になじませ、水かぬるま湯で洗い流してくだ
さい。

（※1 保湿成分、※2 汚れによるもの、※3 年齢に応じたケア）

《全成分》
：水、BG、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ペンチレングリコール、パントエア/
コメヌカ発酵エキス液（LPS）
、ベントナイト、乳酸、パパイン、クエン酸、クエン酸Na、
リンゴ果実培養細胞エキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、クズ根エキス、ザクロ果皮
エキス、カニナバラ果実油、センチフォリアバラ花油、キサンタンガム、グリセリン、レシ
チン、デキストリン、フェノキシエタノール

1. 天然由来成分で、しっかりするっと、やさしくオフ
天然由来の洗浄成分が、肌に負担を掛けずに
メイク汚れや皮脂汚れをオフ。年齢とともに
くすみ※2 がちな肌も、キメの整ったクリアな
肌へと導きます。

※1
※1

※1

（※1 保湿成分、※2 古い角質）
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2. 美容液成分 90％以上配合で、ふっくらハリ・弾力肌
パントエア菌
LPS※

リンゴ幹細胞
エキス※

肌本来の
力を引き出す

ハリ・弾力が
沸きあがる

3. 濃密保湿成分でキメを整えクリアに

ザクロ
エキス※

ローズヒップ
オイル※

ボタンエキス※

潤い溢れる、
毛穴の角栓を除き
みずみずしい肌へ
皮脂を詰まり
ユキノシタ
にくく
葛根エキス※
エキス※
特にコラーゲン
キメを整え、
との結びつきが
透明肌へと導く
特長

ふっくらと
なめらか弾む肌

（※保湿成分）

（※保湿成分）

4. 1 本で 5 役、リキッドタイプのクレンジング
クレンジング

洗顔

黒ずみ※除去

角質ケア

エイジングケア
（※汚れによるもの）

5. 8 つの無添加で肌へのいたわり
《8 つの配合しない成分》
×石油系界面活性剤 ×シリコン ×合成ポリマー ×鉱物油 ×着色料 ×合成香料 ×アルコール ×パラベン

今後も「imini」から、
「古からの天然由来成分」と「先端科学」との融合にこだわり、肌が本来持って
いる力の発揮へと導く、スキンケア&メイクアップアイテムを展開していきます。
《
「imini」ブランド共通》
・本リリース掲載商品発売日： 2016 年 12 月 1 日（木）
・販売チャネル： imini 公式オンラインショップ http://www.imini.jp/
「imini」とは
人の肌は、生活環境や加齢などの様々な要因によって刻々と変化していきますが、
健やかで美しい肌のためには、人間が本来持っている肌免疫に働きかけることが必要
です。
「imini（イミニ）
」は、古より受け継がれ、使い続けられている天然由来成分に
着目。先端科学によってそれらが持つパワーが明らかにされたことで、それを最大限
に活かして、年齢肌での確かな実感を目指します。古来の知恵と先端科学の融合で、
ストレスフルな環境にも打ち勝つ肌免疫を考えた、新しいエイジングケアのコスメ
ライン「imini」のブランド名は、英語で「免疫」を意味する「immunity」が語源。
肌免疫に働きかける多彩なアイテムをお届けしていきます。
【好評発売中】
◆イミニ

リペアセラム

話題のパントエア菌 LPS※1 を最も高濃度※2 配合した、1 本でスキンケアが完成するオールインワ
ン。敏感肌にも優しいノンシリコンで、肌が本来持つハリや弾力、潤い、透明感を呼び覚まします。
◆イミニ

リペアローション

水・油ともに親和性があり肌なじみの良いパントエア菌 LPS※1 にプラスして、5 種の和漢エキス
など美肌成分を配合。自ら潤う肌に導きます。
◆イミニ

話題の成分「パントエア菌 LPS※1」は、
リペアミネラルファンデーション
肌本来の力に働きかけ、ハリ・弾力の
肌を強く導くパントエア菌 LPS※1 がメイク中も年齢肌にアプローチし 1 日中潤う肌へ。さらに
大小のパウダーが小じわやシミの一つ一つを自然にしっかりカバーし、
悩み知らずの肌を叶えます。 ある、年齢を感じさせない肌に導くこと
（※1 保湿成分、※2 イミニ シリーズ内）
が解明されています。

＜その他の商品はオンラインショップをご覧ください。＞

＜本資料に関する報道機関からのお問い合わせ先＞
株式会社ディノス・セシール 広報部 菅谷、中山 Tel：03-6743-1114／e-mail：pr@dinos-cecile.co.jp
＜お客様からのお問い合わせ先＞
セシール【ラディーナ ショップ】 Tel：0120-65-1230（9 時～21 時、携帯・PHS 可、年中無休《1 月 1 日を除く》
）
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