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美 の プ ロフェッショナ ルとして

素 肌 の た め に で きること

Something good for your skin. And realizing an ideal of  perfect skin.
Bio-Gel Cosmetology is Earth-friendly and eminence skin care methods.

 http://www.sincere.co.jp

【取り扱い上の注意】

■全成分表示は、各製品の化粧箱・しおりをご覧ください。■ラシンシア 及び La Sincia は、ラ・シンシア（株）の登録商標です。

ラ・シンシア株式会社 〒532-0012 大阪市淀川区木川東３－１－２６

1.使用後は必ずしっかりフタをしめてください。
2.ご使用の際は、中身の衛生を保つ為、ビン口、ディスペサー口等
に、手指を直接付けないようにご注意ください。また、化粧品の出
し戻しは変質の原因となりますのでおやめください。
3.乳幼児の手の届かないところに保管してください。
4.極端に高温（４０℃以上）または低温（０℃以下）の場所、直射日光
の当たる場所には保管しないでください。

5.製品の特性上、開封後の長期間放置してからの再使用は、できる
だけおやめください。

【ご使用上の注意】
1.定められた使用法に従ってご使用ください。
2.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品
がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止して
ください。そのまま化粧品類の使用を続けます症状を悪化させること
がありますので、皮膚科専門医にご相談されることをおすすめします。

　①使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激、色抜け（白班等）や黒ずみ等の異常
があらわれた場合。

　②使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
3.アトピー体質やアレルギー体質の方、皮膚の弱い方はご使用前のパッ
チテスト（上腕部内側等に塗布）をおすすめします。

4.傷やはれもの・湿疹・かぶれなど異常のある部位にはお使いにならない
で下さい。

お客様相談窓口　  ０１２０－７７－４０４８

Gen er a l  C ata l o g  

 Natural  Gel Technology























Beauty & Healthy Skin
Series

素肌に美味しいマヌカコスメで、しっとり潤うお肌へ。
蜂蜜化粧品の価値観を変えるスキンケアシリーズ。

大 自 然 の 恵 み「 マ ヌ カ ハ ニ ー 」。
ニュージーランドにのみ原生するマヌカの花から取れるマヌカハニーは蜂蜜の中でも特有の抗菌力を持ち、

希少価値が高いと言われています。

その大自然の中で取れるマヌカハニーがお肌にもたらす効果は大きく、お肌の乾燥を予防し、ハリ、艶、潤いを与えます。

またお肌の表皮には天然の皮粘膜がつくられ、トラブルに負けない肌や潤いのある若々しい美肌へ導きます。

汚れ・黒ずみ毛穴がスッキリ

マヌカコスメ
B&Hクレンジング15+

120g　1,980円（税込価格） ：1,800円（本体価格）

天然ベントナイトゲルが毛穴の奥につまった余分な皮脂やメ
イク汚れを吸着して落とします。植物系洗浄剤を使用した、肌
に優しいタイプ。

クレイクレンジング

1本で肌悩みをケア。アプローチ型美容液。

マヌカコスメ
B&Hモイストリペア
エッセンス15+

マヌカハニー・ローヤルゼリー・植物性プラセンタエキス・植
物性セラミド・シンエイク®(ハリ感アップ成分)などの厳選した
8種類のプレミアム成分がお肌の悩みに集中的にアプローチ
し、長時間潤いを持続するエステ処方の美容液です。

オールワン美容液

30mL　3,520円（税込価格） ：3,200円（本体価格）

植物エキスの潤い！もっちり肌へ

マヌカコスメ
B&Hドロップ
ローション15+

120mL　2,420円（税込価格） ：2,200円（本体価格）

マヌカハニー、ローヤルゼリーなどを配合した潤いゲルロー
ション。天然ゲル成分（クインスシードエキス）が潤いベールを
つくり、肌をなめらかに整えます。肌荒れを防ぎ、みずみずしい
肌をつくります。　

保湿・整肌ローション

1品6役のオールインワンゲル
（化粧水・美容液・乳液・クリーム・パック・マッサージ）

マヌカコスメ
B&Hオールインワンゲル15+

ゲルを伸ばすとマヌカハニーカプセルが弾け、ぷるんとしたコ
クのある潤いゲルがスーッとなじんで美容成分をお肌に届け
ます。たっぷりの保湿成分・美肌成分を配合し、みずみずしい
艶のあるハリ肌へ導きます。

多機能美容液ゲル

80g　4,400円（税込価格） ：4,000円（本体価格）

神秘のマヌカハニー
マヌカハニーはニュージーランドにのみ自生するフトモモ科の低
木「マヌカ」の花から採れるハチミツで、ハチミツの中でも特有の
抗菌力を持ち、専門機関で様々な研究をされています。マヌカハ
ニーやマヌカの葉や樹脂から採れるオイルは特別な力があるとさ
れ、ニュージーランドの原住民族マオリ族は古来から風邪や傷の
治療として珍重してきました。
また、マヌカハニーは他のハチミツに比べ、含まれる栄養素もビタ
ミンやミネラルなどを豊富に含まれているといわれています。

ニュージーランドの蜂蜜
環境汚染の少ないニュージーランドにはほとんどミツバチの
病気が存在しません。ミツバチに抗生物質などを与えるのを
法律で禁じられています。
生き物や自然を大切にする国だから100％ナチュラルで安全
な蜂蜜が作られています。

マヌカハニーはとても貴重な蜂蜜です。
ニュージーランドのみ採取でき、採取量も限られており、
「蜂蜜の王様」と呼ばれています。

マヌカハニーとは

ピッタリ密着するから
美容成分を逃がさない！

マヌカコスメ 
ココマスク15+

1回分（25mL/1枚）　660円（税込価格） ：600円（本体価格）

ココナッツ水と発酵技術を用いて作られたナタデココマスク。
密着度と保湿力が特徴です。美容成分をたっぷり包み込みお
肌のすみずみに届けます。

美容液含有
バイオセルロースマスク

角栓・毛穴の汚れをポロポロ、
ツルリンむきたまご肌へ

マヌカコスメ
B&Hピーリング
ジェル15+

250mL　1,760円（税込価格） ：1,600円（本体価格）

マヌカハニー配合のうるおい角質ピーリング。
美容成分が潤いを与えながら、毛穴の汚れや肌くすみ、ざらつ
きを取り除く毎日使えるゲルピーリングです。お顔だけでなく
全身使用できます。

洗い流すマッサージゲル

唇ふっくら、やわらか

 3g　715円（税込価格） ：650円（本体価格）

とろける潤い感となめらかなツヤ感が特徴のリップバーム。
99.7％の美容液成分配合なのでふっくら柔らか、乾燥知らず
の唇に。

マヌカコスメ
リップエステバーム

リップクリーム 蜂蜜の
香り
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リフレッシュアロマの香り

姿勢や運動不足、年齢による影響が出やすい脚・お腹・二の腕を

ボディメイキング。お肌を引き締めてキメを整えます。

伸びが良く、ベタつきにくいため、全身にお使いいただけます。

メリハリボディを目指すためのセルフマッサージクリームです。

※セルフマッサージによる

スッキリ
Sライン はみ肉に

気になる

ボディに
カチカチ

パンパンに
夕方の

引き締め
リラクゼーション

美肌 簡単
べたつかない

アロマ

高濃度炭酸 ×12種類の植物エキス
洗い流さないヘッドスパ
頭皮と髪のことを考えた１２種類の植物エキスが頭皮の乾燥や衰え、た

るみに働きかけ、頭皮のエイジングケ※2を可能にしました。

※1 噴射剤　※2 年齢に応じたケア　※3 マッサージ効果による

※1

※1

スパークリングヘッドジェル
炭酸 ヘッドマッサージスプレー

120g　2,750円（税込価格） ：2,500円（本体価格）

高濃度炭酸がパチパチ弾けて頭皮すっきり！！
パッションフルーツエキスでリンパの流れをケアします。
洗い流し不要！炭酸で血行促進、髪のボリュームアップ。

3SB インナーマッスル
ボディバランスクリーム

150ｍL　8,800円（税込価格） ：8,000円（本体価格）

ホルミシスパウダー配合
即実感、炭酸泉フェイスパック。
温泉の湯あがりツヤ肌を実感

マイナスイオンのモコモコ泡で炭酸泉パック

ワンステップバブルパック
美容パック

10g×5包入　6,600円（税込価格） ：6,000円（本体価格）

混ぜ合わせる手間のいらない1剤式炭酸ジェルパック。
炭酸を発生しながら発泡、ホルミシスパウダー® との相
乗作用でお肌を元気にします。CELABIO® センチ
フォリアバラ花エキス 出雲湯村温泉水 を配合し、
美肌へと導きます。

※

※

※ ※

※整肌成分

INNER MUSCLE
It’s a massage cream for beautiful muscle.

The muscle is essential for your brilliant future.

美しいS字カーブのボディラインへ
脂肪にアプローチ、美しい筋肉へ！
美しいS字カーブのボディラインへ
脂肪にアプローチ、美しい筋肉へ！

遠赤

ボディ
バランス
マッサージ

脂肪

美肌 リフレッシュ

リラックス※

※
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パチパチ弾ける

超強力
炭酸泡

※1
12種類の
植物エキス

頭皮環境を整える パッションフルーツエキス

リンパの
流れをケア※3

使い方がかんたん

洗い流し
不要！！

頭皮にやさしい

マッサージ
効果



















■名　　称
■設 　 立
■従業員数
■資 本 金
■取引銀行
■業態許可

■加盟団体

■ 所 在 地

ラ・シンシア株式会社
1992年2月10日
42名（グループ全体）
3200万円
りそな銀行　新大阪駅前支店
1．化粧品製造業許可　許可番号27CZ9121
2．化粧品輸入業許可　許可番号27CY9165
3．美容所開設許可 許可番号（大保）第5731号
4．製造販売業許可　許可番号27COX00358
5．医薬部外品製造業許可　許可番号27DZ200118
6．医薬部外品製造販売業許可　許可番号27D0X00294
7．ISO認証取得　ISO22716：2007

1.西日本化粧品工業会　会員
2.化粧品公正取引協議会　会員　
3.日本エステティシャン協会　法人会員、正会員　
4.日本エステティック研究財団加盟　
5.日本輸入化粧品協議会　会員
6.大阪商工会議所　会員

オフィシャルサイト http://la-sincere.jp/
商品案内サイト http://www.sincere.co.jp

OEM事業サイト　http://sincere-oem.jp/

Outline Group Company
株式会社ビプランツ

【本　　社】 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-1-26
TEL.06-6300-1888（代）　FAX.06-6300-0371

ジアスメディック 株式会社

【本　　社】 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-1-26

株式会社山田蜂蜜研究所

【本　　社】 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西3丁目24-9
TEL: 06-6378-8635　FAX.06-6378-8636

【大阪営業所】 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-1-26
URL .http://www.yamada-honey.co.jp/

【ボーシェ事業部】
TEL.06-6300-3100　FAX.06-6300-3340
URL .http://beplants.jp/

【シンシアリークラブ】
TEL.06-6300-3100　FAX.06-6300-3340
URL .https://www.sincia.jp/

【マヌカライフ事業部】
TEL.06-6300-0361　FAX.06-6300-0371
URL .https://www.manuka-life.jp

History

ISO22716:2007

【本　　社】
〒532-0012　大阪市淀川区木川東3-1-26
TEL.06-6300-0351（代）  FAX.06-6300-0371

化粧品、健康食品の企画・開発

化粧品製造販売・OEM事業をサポート。
小ロット・低コストで提供できるオリジナル化粧品。

●ハチミツ製品の原材料の研究・開発
●ハチミツ・ローヤルゼリー・蜜ロウ等を使用した化粧品・健康
食品・美容商材の開発・研究
●ハチミツ製品の製造・販売及び輸出入
●ハチミツ・ローヤルゼリー・蜜ロウ等を使用した化粧品・健康
食品・美容商材のユニークな企画及びマーケティング調査

事業内容

マヌカハニーの抗菌力・機能性を活用した研究と開発により、高品質の技術を提供。

ハチミツには、健康に必要なミネラル・ビタミンがバランスよく含まれており、様々
な効果が科学的に証明されています。
私たちはハチミツ・ローヤルゼリーの優れた効果効能を追求し、化粧品・健康食
品の商品開発に活かして皆様の心身の健康に役立てる事を使命としています。

蜂蜜・ローヤルゼリーを追求した技術の提供

マヌカハニー関連商品の技術提供をしております。

貴社のプライベートブランドとして、世界にひとつだけのオリジナルブランドを商品企画か
らパッケージデザイン、そして付加価値のある開発と製造を致します。
自社製品の開発で培ったノウハウを最大限に発揮させていただきます。

オリジナル処方やメソッドの提案
●プロユースからホームケア品まで幅広い処方を取り揃えています。
●社内にある研究開発部がご要望の化粧品に対してスムーズに検討・
設計いたします。

●美容技術インストラクターによるメソッドとシステムの提案ができます。

オリジナルデザインやロゴの提案
●社内にデザイナーがいる為、コスト安でデザイン提案ができます。
●ボトル・化粧箱・ラベル等お客様の予算に合わせたデザインが提
案できます。
●商品リーフレットやチラシ、ＰＯＰ等も対応しております。

コストに合わせた資材の提案
●独自ルートの資材調達により、機能的な容器を小ロッ
トで提供できます。
●高品質で見た目も美しいエアレス容器も小ロットで対
応しております。
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