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25周年を迎えたエステティックサロン専売化粧品トップシェア「ドクターリセラ」
7万人以上の女性を「ノーファンデーション」の肌へ導いた

サロン専売化粧品「ADS」をリニューアルして2019年7月1日に発売！

●ADSは、顧問医師と提携した独自のA=アドバイザー、D=ドクター、S=システム です。
ADSはドクターリセラ社が、こだわり抜いてつくったオリジナル化粧品。コンセプトはドクターリセラの社名と同じで、リ（再生）+セル
（細胞）という意味があります。単に表皮を潤わせるだけの化粧品はつくらない。その想いから、石油系の成分は一切使わず、
レチノールやハイドロキノンなどの肌に必要な成分を高濃度に配合し、強くすこやかに、仕立て直すような従来にはない、肌本来の
力を高める化粧品づくりを目指しました。高濃度な有用成分を配合しているため、開発時から医師や美肌相談室による独自のサ
ポート体制も整えています。

●ADSは、「安全に結果を出す」ことを目指したスキンケアです。
ADSの基本は自宅とサロンでのダブルケア。サロンでは顧問医師のサポートのもと、専門知識を身につけ、資格を取得したスキン
フィットネスカウンセラーがカウンセリングを行います。肌の状態に最も合うホームケア製品をセレクトし、使う量と頻度までもひとりひと
り調整し、お手入れ方法をレクチャーします。
また、定期的にサロンに通っていただき、肌の状態をチェック。サロンでは、ホームケアの効果をより得やすくするお手入れを行います。
さらに、すべてのお客さまのカルテは電子化され、ドクターリセラの美肌相談室でも管理。顧問医師管轄のもと、必要に応じてサロン
でお客さまの肌相談会を行うなど、万全なフォロー体制を整えています。

●リニューアルする必要はなかった！？
表皮だけでなく、その下にある真皮の状態がよくなければ、本当の美にはつながらない。その想いから、ADSには肌にいい成分だけ
を選び抜き、刺激を与えてしまう恐れがある不要な成分は入れていません。今回、開発から16年を経て初のリニューアルですが、
成分はほとんど変えていません。ADSは発売以来、7万人を超える使用データがありながらも、お客さまからの不満などは特にあり
ませんでした。
今回のリニューアルでは、地球環境を考えて、エコパッケージに変更することを機に、今まで結果を出してきた成分はそのままで、最
新の美容成分を加え、肌の悩みに働きかける成分を惜しみなく配合しています。製品開発の際、原価について制限を設けず、効
果を最大限に追究する。それがドクターリセラの製品開発の姿勢です。

全国2,960店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加スキンケア
化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しているドクターリセラ（本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也）では、
2003年に発売したサロン専売化粧品「ADS」をリニューアルして2019年7月1日より発売いたします。
ドクターリセラによる肌再生プログラム(※2)で使用する「ADS（アドバイザー・ドクター・システム）」は、約900店舗(※1)のエステ
ティックサロンに導入されており、顧問医師のサポートのもと専門知識を取得したスキンフィットネスカウンセラーの指導を受け、購入
が可能になります。 (※1) 2019年2月末時点

●これまで結果を出してきた成分はそのままに、医学的に注目されている成分や
より年齢肌の整肌につながる最新の美容成分を贅沢に配合。
●つけかえ容器に変更することで、プラスチック使用量の削減に。

(※2) エステティックサロンでの施術を組み合わせたリセラフェイシャルプログラムのこと



配合するのは、肌が自ら輝きを発するような、美しくて強い存在へと生まれ変わるサポートをするのに必要な成分だけ。肌に不要な
石油系の成分は一切使わず、医療の分野でも使われるレチノールやハイドロキノンを高濃度で配合。製品のラインナップも一般的
な化粧品とは少し異なり、年齢や紫外線などのダメージで低下した肌の力を、ニュートラルへと導くために計算されたプログラム。
単品ではなくライン使いが基本。使うアイテムや量も、専門知識を身につけ、資格を取得したエステティシャンが細かくアドバイスします。
★ドクターリセラの化粧品は、「合成香料・着色料・防腐剤・鉱物油・石油系界面活性剤・旧表示指定成分」不使用です。

ADS主成分

α Gri-X
沖縄の深海600ｍと1400mから採取した水に、やんばるの名水をブレンドしました。一般的な海洋深層水が200～400mから採取され
るのに比べて、とても深い部分から採取しているので、大気汚染や排水の影響を受けにくく、高い清浄作用や整肌作用があります。ミネラル
やマグネシウム、カルシウムなどの美容成分をたっぷり含んでいます。

ハイドロキノン
すこやかで美しい素肌に導く注目の成分です。酵素チロシナーゼによるトラブルを予防します。

ビタミンC誘導体（ヘキシル3-グリセリルアスコルビン酸、3-0-エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸）
医薬部外品にも配合されるビタミンC。還元力が高く、ハリに欠かせないコラーゲンとも関連性が高い成分です。さらに水分と油分のバランス
を整える働きもあり、肌の引き締めや、肌を清浄にするなど、マルチな美容作用があります。

幹細胞順化培養液（不死化ヒト歯髄幹細胞順化培養液）
幹細胞とは、細胞を生み出す能力を持つ細胞のこと。その培養液には、肌を健やかにする成分がたくさん含まれています。
ADSには特許技術で培養された、ヒト由来で国産の高品質な幹細胞培養液を配合。

レチノール（レチノール誘導体、ピュアレチノール、水添レチノール）
ビタミンA 誘導体で、肌に関連性が高い成分です。肌環境を整え乾燥によるくすみなどのトラブルをケアして、ハリ感のある引き締まった肌に。

ナールスゲン （カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル）
京都大学と大阪市立大学の研究者によって発見された、新しいエイジングケア※成分。コラーゲンと相性がよく、肌本来の力もサポートしま
す。今回ほとんどの美容製品に配合しています。 ※年齢に応じたケアのこと

ツボクサエキス
古くから民間で活用されてきた和漢植物です。還元力や肌荒れを防ぐ作用、肌をイキイキとさせる作用があることでも知られ、美しい肌のた
めに大切な成分です。

イノシトール
穀類、豆類などに多く含まれるビタミンB 様の物質。人体にも存在し、身体のコンディションに関わっているため、サプリメントなどにも配合さ
れます。優れた保湿作用に加え、肌をイキイキとさせる働きも期待される成分です。今回ほとんどの美容製品に配合しています。

ピクノジェノール
フランス南西部に位置するランド・ド・ガスコーニュの森で、殺虫剤や除草剤を使わず育った松の樹皮から抽出したエキス。
還元力が強いことで知られています。

フラーレン
たくさんの炭素がボールのように結びついた分子です。優れた作用で知られ、発見した英国と米国の研究者は1996年にノーベル化学賞を
受賞しています。

APPS (パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ)
ビタミンC 誘導体の一種です。水溶性と脂溶性両方の特性を持っているため、肌への浸透性※に優れ、次世代型ビタミンC 誘導体とも呼
ばれています。 ※角質層まで

α-アルブチン
ハイドロキノンに糖が結びついた、ハイドロキノンの誘導体です。安定性に優れ、酵素チロシナーゼによるトラブルを予防します。

植物エキス多種配合
ウォッシングにはソープナッツエキス、リセッターにはピタヤ果実エキス、UVブロックにはツバキ花エキスなど、目的に合わせて選び抜いたさまざま
な植物エキスを配合しています。

ナイアシンアミド
ビタミンB 群の一種。肌のバリア機能と高い関連性があり、乾燥を防いで、肌を健やかな状態に整えるために欠かせない成分です。

アルファグリックス



1 ウォッシング
脂性肌も乾燥肌も、敏感肌もやさしく洗い上げる天然アミノ酸の洗顔料。
きめ細かく豊かな泡が、皮脂や汚れ、不要な角質をやさしくに落とします。
■価格
・ウォッシング105mL+ADS専用ボトル105mL共通 8,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
・ウォッシング105mLリフィル（つけかえ用） 7,500円（税抜）※リフィルのみ
・デビューサイズ ウォッシング45mL 4,000円（税抜）
■変更点
さらに泡立ちがいい状態を目指しました。
■主な追加成分
・サピンヅストリホリアツス果実エキス・・・天然の洗浄料、泡立ち促進
■使用方法
3～4プッシュを泡立てネットで泡立て、泡で肌をなでるように洗顔をした後、水または体温より低めのぬるま湯で洗い流します。

２ トーニング
肌に美容成分を浸透*させ、すこやかな状態と弱酸性に近づけるので、次に使うスキンケアアイテムがより浸透*しやすく
なります。肌荒れを防ぐ作用もあります。 *角質層まで

■価格
・トーニング105mL+ADS専用ボトル105mL共通 8,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
・トーニング105mLリフィル（つけかえ用） 7,500円（税抜）※リフィルのみ
・デビューサイズ トーニング45mL 4,000円（税抜）
■変更点
さらに肌がすこやかな状態を目指しました。
■主な追加成分
・ツボクサ葉エキス・・・肌荒れ防止、ブライトニング・整肌
・マデカッソシド・・・肌荒れ防止、整肌
・アシアチコシド・・・肌環境の活性
・乳酸・・・角質柔軟化*、抗菌、保湿 *保湿による
■使用方法
薄手のコットンに3～4プッシュし、拭き取るように顔全体にやさしくなじませます。

3 リセッター
日焼けケアに重要な整肌成分のハイドロキノンを4％配合。肌のトーンを明るくして、乾燥によるくすみのないクリアな状態
を目指します。
■価格
・リセッター52g+ADS専用ボトル52･55g共通 20,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
・リセッター52gリフィル（つけかえ用） 19,500円（税抜）※リフィルのみ
・デビューサイズ リセッター52g 12,000円（税抜）
■変更点
さらにブライトニング作用や美肌作用が期待出来る成分を追加しました。
■主な追加成分
・不死化ヒト歯髄幹細胞順化培養液・・・ハリを与える、整肌
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル・・・肌環境の活性
・ヘキシル３-グリセリルアスコルビン酸・・・ブライトニング、保湿
■使用方法
顔全体が乾いた状態で、パール2粒分を手の甲に出し、少量ずつ丁寧になじませます。
※目元、口元、粘膜は避けてご使用ください。
※肌タイプにより、使用量を変更する場合があります
※開封後、冷蔵庫で保管してください。

3 リセッター ライティス
日差しから肌を守るフラーレンや、肌のトーンに関係の深いAPPS、 αアルブチンなどを贅沢に配合したクリームです。

ADS製品ラインナップ

■概要
リセッターライティス52g+ADS専用ボトル52･55g共通 20,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
リセッターライティス52gリフィル（つけかえ用） 19,500円（税抜）※リフィルのみ
デビューサイズ リセッターライティス52g 12,000円（税抜）
■変更点
さらにブライトニング作用や美肌作用が期待出来る成分を追加しました。
■主な追加成分
・ナイアシンアミド・・・ハリを与える、ブライトニング
・不死化ヒト歯髄幹細胞順化培養液・・・ハリを与える、整肌
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシ肌環境の活性
■使用方法
プロピルホスホン酸メチル・・・顔全体が乾いた状態で、パール2粒分を手の甲に出し、少量ずつ丁寧になじませます。
※目元、口元、粘膜は避けてご使用ください。
※肌タイプにより、使用量を変更する場合があります。
※開封後、冷蔵庫で保管してください。



４ アシスター
不要な古い角質がはがれ落ちるのを穏やかにサポートし、クリアな肌に導くクリーム。
AHAのなかでも穏やかなグリコール酸を配合しています。
■価格
アシスター32g+ADS専用ボトル32g(mL)共通 8,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
アシスター32gリフィル（つけかえ用） 7,500円（税抜）※リフィルのみ
■変更点
マイルドピーリング成分を追加し、さらにやさしく不要な角質が剥がれ落ちるのを穏やかに促します。
■主な追加成分
・ビブリオアルギノリチクス培養液・・・皮膚保護、ハリを与える
■使用方法
朝のみ使用します。手の甲にパール1粒分を出し、少量ずつ丁寧になじませます。
※目元、口元、首は避けてご使用ください。

5 バランシング
美容成分として名高いハイドロキノンを4％配合。
一緒に使う美容液、プロレチノの浸透*作用をより高めるためのブレンド用クリームです。 *角質層まで

5 バランシングライティス
一緒に使う美容液、プロレチノの浸透*作用をより高めるブレンド用クリーム。
フラーレンやAPPS、α-アルブチンなどを贅沢に配合しました。 *角質層まで

5+ プロレチノ
高濃度に配合された2種類のレチノール（ビタミンA）が、整肌をサポート。
肌に活力を与え、内から押し返すようなハリ肌を育む美容美容クリームです。

■価格
バランシング32g+ADS専用ボトル32g(mL)共通 10,000円（税抜） ※リフィルと専用容器のセット
バランシング32gリフィル（つけかえ用） 9,500円（税抜） ※リフィルのみ
デビューサイズ バランシング15g 5,000円（税抜）
■変更点
さらにブライトニング作用や美肌作用が期待出来る成分を追加しました。
■主な追加成分
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル・・・肌環境の活性
・３－Ｏ－エチルアスコルビン酸・・・紫外線トラブルの予防
・アスコルビン酸・・・紫外線トラブルの予防
■使用方法
夜のみ使用します。顔全体が乾いた状態で、手の甲にバランシングとプロレチノを出し、しっかり混ぜ、少量ずつ丁寧になじませます。
※目元、口元、粘膜は避けてご使用ください。
※スキンフィットネスカウンセラーのアドバイスのもとご使用ください。
※開封後、冷蔵庫で保管してください。

■価格
バランシングライティス32g+ADS専用ボトル32g(mL)共通 10,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
バランシングライティス32gリフィル（つけかえ用） 9,500円（税抜）※リフィルのみ
デビューサイズ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾗｲﾃｨｽ15g 5,000円（税抜）
■変更点
さらにブライトニング作用や美肌作用が期待出来る成分を追加しました。
■主な追加成分
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル・・・肌環境の活性
・オリゴペプチド－３４・・・美容コンディションのサポート
・ウワウルシ葉エキス・・・肌のエイジングケア *年齢に応じたケアのこと
■使用方法※
夜のみ使用します。顔全体が乾いた状態で手の甲にバランシングライティスとプロレチノを出し、しっかり混ぜ、少量ずつ丁寧になじませます。
※目元、口元、粘膜は避けてご使用ください。
※スキンフィットネスカウンセラーのアドバイスのもとご使用ください。
※開封後、冷蔵庫で保管してください。

■価格
ﾌﾟﾛﾚﾁﾉ32g+ADS専用ボトル32g(mL)共通 18,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
ﾌﾟﾛﾚﾁﾉ32gリフィル（つけかえ用）17,500円（税抜）※リフィルのみ
デビューサイズ ﾌﾟﾛﾚﾁﾉ10g7,000円（税抜）
■変更点
レチノールをさらに強化し、Wレチノールへ。
■主な追加成分
・レチノール・・・美容コンディションをサポート
・プランクトンエキス・・・コラーゲンを育む、ハリを与える
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル・・・肌環境の活性
■使用方法
夜のみ使用します。顔全体が乾いた状態で、手の甲にバランシング（バランシングライティス）とプロレチノを出し、しっかり混ぜ、少量ずつ丁寧になじませます。
※目元、口元、粘膜は避けてご使用ください。
※使用方法、使用量がお一人おひとり異なるため、必ずスキンフィットネスカウンセラーの指導のもとご使用ください。



6 UVブロック
紫外線を反射して肌を保護すると同時に、トラブルを防ぐ働きがあります。
化学的な紫外線吸収剤を含まないノンケミカル設計の日焼け止めです。

SPスーパープロレチノ
高濃度に配合された3種類のレチノールで、さらに透明感とハリのある素肌を目指します。
■価格
スーパープロレチノ15g+ADS専用ボトル15g 12,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
スーパープロレチノ15gリフィル（つけかえ用） 11,500円（税抜）※リフィルのみ
■変更点
レチノールをさらに強化し、Wレチノールからトリプルレチノールへ。
■主な追加成分
・水添レチノール・・・肌活性、ハリを与える
・不死化ヒト歯髄幹細胞順化培養液・・・ハリを与える、整肌
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル・・・肌環境の活性
■使用方法
使用方法と使用量は、お一人おひとり異なるため、必ずスキンフィットネスカウンセラーの指導のもとご使用ください。

■価格
UVブロック55g+ADS専用ボトル52g･55g共通 8,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
UVブロック55gリフィル（つけかえ用） 7,500円（税抜）※リフィルのみ
デビューサイズ UVブロック25g 4,000円（税抜）
■変更点
のびやすいテクスチャーに変更しました。
■主な追加成分
・ナイアシンアミド・・・ハリを与える、ブライトニング
・水酸化Al・・・肌の引き締め
・ツバキ花オイル・・・肌のエイジングケア *年齢に応じたケアのこと
■使用方法
手の甲に4～6プッシュを出し、少量ずつおさえるように塗ります。塗りムラがないよう、顔全体に丁寧になじませます。

リンクルエッセンス
シワやハリ不足など、年齢を感じやすい肌にアプローチ。
■価格
リンクルエッセンス32mL+ADS専用ボトル32g(mL)共通 8,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
リンクルエッセンス32mLリフィル（つけかえ用） 7,500円（税抜）※リフィルのみ
■変更点
さらなる素肌美を目指します。
■主な追加成分
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル・・・肌環境の活性
・マデカッソシド・・・肌荒れ防止、整肌
・アシアチコシド・・・肌環境の活性
■使用方法
気になる目元に、やさしくなじませてください。顔全体にもご使用いただけます。

ADS専用ボトル
■価格 全て700円（税抜）
ADS専用ボトル105mL共通
ADS専用ボトル52g･55g共通
ADS専用ボトル32g(mL)共通
ADS専用ボトル15g

リセラポイント（復興支援）
お客様にADS製品をご購入いただき、集めていただいた

リセラポイントの合計数に応じて義援金を寄付しています。

WWFジャパン
世界最大規模の自然環境保護団体であるWWFの会員となり、

毎年ドクターリセラの売上の一部を寄付しています。

エコロジー活動
環境にやさしい取り組みとして、リピーターのお客さまへは

リフィル（つけかえ用）のみの販売を行っています。

ドクターリセラの環境への取り組み

カーミング
高い保湿力と浸透力*で肌を潤いでやさしく包みます。 *角質層まで
■価格
カーミング52ｇ+ADS専用ボトル52・55g共通 8,000円（税抜）※リフィルと専用容器のセット
カーミング52ｇリフィル（つけかえ用） 7,500円（税抜）※リフィルのみ
■変更点
保湿成分を追加し、さらにしっとりとした肌へ導きます。
■主な追加成分
・カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル・・・肌環境の活性
・アルテモナス培養液・・・ハリを与える
■使用方法
お手入れの最後に、顔全体になじませてください。

SPF50
PA+++



『ノーファンデーションの肌づくり』をコンセプトに、肌が本来持っている力を最大限に引き出す無添加(※1)スキンケア製品の開
発をしております。全国2,960店舗(※2)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は74,625件(※3)に及びます。

「ADS」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。
また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS」が3年連続受賞で殿堂入り、「アクアヴィーナス」が2年連続
受賞しました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。
エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「アクアヴィーナス」、
オーガニックの日用品を揃えた「cocochia」、無添加の「透輝メイク」、赤ちゃん向けのやさしいスキンケア「リセラベビー」など
を一般販売しております。
(※1) 石油系合成界面活性剤・防腐剤（パラベン）・合成香料・鉱物油・合成着色料の5つを不使用。
(※2) (※3) 2019年2月末時点

会社概要

ドクターリセラとは 公式HP http://www.dr-recella.com/

社 名
代表者

所在地

連絡先
資本金
年 商
事業内容

ADS Aqua Venus

Recella Diva cocochia

ドクターリセラ株式会社
代表取締役社長 奥迫 哲也
（厚生省生活衛生局135号認可・全日本全身美容業協同組合理事長）
■本社 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-7-17 リセラビル
■東日本支社 〒104-0064 東京都中央区銀座8-12-3 SRビル４階
■西日本支社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-26 中央博多駅ビル10F
TEL:06-6990-4700 FAX:06-6990-4880
1000万円
72億9千万円（2019年2月期）
■化粧品、美容機器、健康食品の開発 ■卸売 ■通信販売事業
■直営エステティック事業、クリニック・福祉/ヘルスサポート事業 ■食品生産/フードビジネス事業(販売、レストラン)
■環境事業（太陽光事業等）■ポータルサイト運営事業 ■メディカル推進

ドクターリセラが誇る独自の技術とノウハウ、
厳選された成分から誕生した、14年ぶり
となる待望のエステティックサロン専売化
粧品の新ブランド。ヒト幹細胞培養液を
主成分とし、肌のハリや弾力を引き出し、
リッチな輝きを与えます。使うたびに濃厚
な潤いが肌環境の可能性を広げ、しっと
りと肌を包み込みます。

天然素材や無添加にこだわりぬいたアイテ
ムで、肌にも、健康にも、地球環境にもや
さしい暮らしをという想いから誕生した新ブ
ランド。石けん成分と水のみでできた赤ちゃ
んの肌着も安心して洗える液体洗剤や、
ペットや赤ちゃんの寝具にも安心して使用
できる消臭スプレー等、暮らしに寄り添った
アイテムを揃えています。

専門のスキンフィットネスカウンセラーが
一人ひとりの肌に合わせてオーダーメイドの
美肌プログラムを組み立て、肌トラブルを
隠すのではなく、肌に活力を与え自分の肌
力を引き出します。
『これがないと困るスキンケア』調査開始以
来、全年連続総合第1位、 『ベストアイテ
ム(フェイシャル部門)』において殿堂入り。

沖縄海洋深層水「αGri-X」をベースとした、
肌を健康な状態へ導くスキンケアシリーズ。
赤ちゃんからご年配の方まで幅広い年代の
方にご使用いただけます。
エステティックサロンを対象に調査される
『ベストアイテム(フェイシャル部門)』において
2017・2018年と2年連続受賞を果たす。

http://www.dr-recella.com/
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