
あなたをまもるモイストゲル イミュ
うるおうなんて当たり前。新発想ボタニカルバリアであなたをまもる。

アルコールフリー

安⼼処⽅

抗菌・抗ウイルス効果のあるヒノキチオール配合

シトラスとグリーンノートのみずみずしさから、
ジャスミンを中⼼としたセンシュアルな⽢さへ。
エンドに感じるホワイトムスクやウッディが、
花びらにそっと包まれたようなリラックス感を。

「しっとり」なのに「さらっと」。それは、まるで素肌感覚。
都会の喧騒にだって負けない。内なるチカラを。

イミュ。それは古来からの知恵より⽣まれた新発想のモイストゲル。
古来より⾃然は脅威であると同時に⼈々の暮らしを助けてきました。
⽇々襲い来る脅威と不安に⽴ち向かうあなたに⾃然のベールを。

適量を⼿の甲につけて、なじま
せてください。

⼿指以外にも全⾝の保湿ケアと
して、ひざやひじなど気になる
部分にご使⽤ください。

イミュ それは古来からの知恵より⽣ま

適量
せて

⼿指
して
部分
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THE POWER
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⾃然のチカラを⾝にまとう
⾼保湿ゲルクリーム

合成着⾊料フリー

抗菌・抗ウイルス

使⽤⽅法

温かみのある SAVONの⾹り⾹ り

他 に も

定価９００円 ( 税抜 )

イミュ モイストゲル ５０ｇ

⽔仕事の後や、家事で荒れがちな⼿にお使い
ください。「しっとり」なのに「さらっと」
とした感覚が続きます。

新鮮に使えるエアレスタイプ



お肌にボタニカルバリアをプラス

あなたをまもる⾃然のチカラ

ヒノキチオールのチカラ

消毒液が⼀般化した今、お肌はかつてないほどの乾燥ストレスにさらされています。
⼈体最⼤の臓器といわれる⽪膚はあなたをまもる最後の砦。
素肌にボタニカルバリアをプラスして、負けないお肌に。

抗菌・抗ウイルスの機能をもつヒノキチオールなど天然清浄成分を５種類配合し、天然成分のみで優
れた清浄作⽤を実現しました。⻑時間お肌につけるものだから、安⼼の天然成分にこだわりました。

古来より⽇本では、⾷品の保存防腐の⽬的でヒノキ葉が使われてきました。近年の研究ではウィルス
や菌を殺す効果があるにも関わらず、⼈に対しては無害であることがわかっています。

アボリジニが薬として⼤切
にしてきた植物。殺菌・抗
菌・抗カビ・抗炎症・抗炎
症効果を持ちます。

ティーツリー カレンデュラ
厚⽣労働省も薬草として認
めている植物。乾燥や炎症
を和らげる働きがありま
す。収斂、消炎、殺菌など
の効果効能があります。

古くから柿渋に含まれるタ
ンニンの防腐効果を利⽤し
てきた。近年の研究では、
新型コロナウイルスを 1万
分の 1以下に不活化するこ
とが報告されている。

カキタンニン
⾃然のチカラを⾝にまとう。古来より⾃然は脅威であると同時に⼈々の暮らしを助
きました。漢⽅やアロマテラピーなど、古来から培ってきた知恵がそこにはありま

ローズマリー
⻄洋では、悪魔から守る神
秘的な⼒を持つといわれ、
強い抗酸化作⽤をもち、抗
菌作⽤・消臭効果・炎症抑
制効果があります。

２トンから、わずか 200ｇ
しかとれない貴重な成分。
低毒性で稀にみる広い抗菌
スペクトルをもっていま
す。⾷品の保存・防腐剤と
して使⽤できます。

ヒノキチオール

肺炎球菌の増殖に対するヒノキチオールの抑制作⽤ 
抗菌薬の効く肺炎球菌（左）に対しても，抗菌薬の効きにくい肺炎
球菌（右） に対しても，ヒノキチオールは低濃度で増殖を抑制した。 

※１μｇはわずか0.000001g

ヒノキチオールは⾼濃度であってもヒト細胞の⽣存率を
低下させなかった。

引⽤元：植物由来成分が肺炎球菌を殺菌することを明らかに− 肺炎の予防や治療につながる可能性 −
     https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/05/re010529.pdf

ヒト細胞の⽣存率に対するヒノキチオールの影響 

フタバ化学　公式サイト イミュ　公式サイト

健康な肌本来のもつ「バリア
機能」。うるおい成分を補い、
植物成分由来のボタニカルバ
リアであなたをまもります。

⾓層

外的
刺激

表⽪

⾓層

外的
刺激

表⽪

様々な乾燥ストレスにより、危険な状
態に・・・細菌の住処になることも。

ボタニカルバリアでうるおいを閉じ込め、
さらに⾃然のチカラがまもります。

アルコール
消毒液 ⼿洗い 冷暖房による

乾燥

ボタニカルバリアをプラス
天然清浄・保湿成分配合

うるおい アミノ酸 ナノ
CMC
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