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毎日使うものだからこそ本当にいいものを使って欲しい。

Echos l i ne はそんな想いから生まれました。

髪・肌にやさしい数多くの保湿成分を配合。

健やかで自然な美しさに導きます。



「どんなシャンプーを使っても同じだったのに

一回で使用感が気に入りました」

「行きつけのサロンで『髪質変わった？何のシャンプー使ってるの？』

と根掘り葉掘り聞かれました（笑）」

「生まれつき髪のボリュームが多くて悩んでいましたが、

このシャンプーを使ったら髪にツヤがうまれまとまりを感じました」

使用した方から

こんなコメントを頂
きました！������������

年齢とともに失われる髪のハリやツヤ感。「キューティクル成分たっぷりのシリコンシャ

ンプーを使いたいけど、化学的な成分が心配…」という人も多いのでは。そんな多くの

女性の悩みを解決しようと、MSDジャパンが研究を重ねて誕生させたのが「エコスラ

イン アミノアシッド16　ダメージケアシャンプー」です。

なんと、保湿成分であるアミノ酸を16種類も配合。通常のアミノ酸配合シャンプーは

種類の数を明記していない場合も多いのですが、「エコスライン アミノアシッド16」は

商品名に堂々と謳える16種を配合しており、髪にうるおいを与え、毛先までなめらかな

髪に導きます。

驚くのが、ノンシリコンなのに洗い上がりがキシキシせず、自然な地肌感を保ったまま

潤いが持続すること。地肌のpHに近い弱酸性なので頭皮への負担が軽く、必要な水

分を逃さず髪のみずみずさを保つことができます。

こだわりの香り成分で乾いた後の髪もフローラルな香りに包まれ、しっとり滑らかな手

触りがいつまでも続きます。
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こんな髪のお悩みがある方へ
□ 枝毛、切れ毛が気になる
□ 髪の傷み、ゴワゴワ感を何とかしたい
✓
✓

□ 洗い上がりがキシキシする✓

ノンシリコンで
サラッとした
自然な洗い上がり

ダメージケア成分が
枝毛や切れ毛などを補修

16種類のアミノ酸配合で
毛先までツヤツヤに

地肌の pHに近い
弱酸性で

頭皮をいたわる

F e a tur e  P o i n t

コラーゲンを合成する際の材料として使
用されるアミノ酸で、肌のハリを保つ効果

があるとされます。

トレオニン
成長ホルモンの分泌を促す働きがあり、
傷の治りをスムーズにする効果が期待さ

れます。

アルギニン
皮膚の角質層に多く含まれており、保湿効
果があり潤いを与えるとされるアミノ酸

です。

セリン
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸の一つであり、皮膚の保湿と健康

を保つとされます。

アラニン
皮膚コンディショニング剤、保湿剤として
使われています。肌荒れを防ぎ、皮膚に柔

軟性や弾力を与えます。

リシンHCl
紫外線などの影響でダメージを受けた肌
のコラーゲンを再生させ、肌の弾力やハリ
を保つことができるといわれています。

プロリン
皮膚のコラーゲンを生成するアミノ酸の
うち約3分の1を占める成分。肌のハリや弾

力を保つのに非常に重要です。

グリシン
皮膚疾患への治療に有用とされています。
フェニルアラニン

髪の毛のたんぱく質の約80％を構成する
アミノ酸の一つです。髪の潤いと健康を保

ちます。

イソロイシン
たんぱく質の構成に深く関わっているた
め、毛髪の健康状態の改善や育毛効果が

期待できます。

ロイシン
シミの原因となるメラニンの生成を抑制
し、美肌・美白効果があるとされる成分で

す。

シスチン
肌を内側から支え、ハリを保つために欠か
せない成分の「エラスチン」を構成する成
分。肌のハリや弾力を保つ働きがあります。

バリン
天然保湿成分（NMF）を構成している重要なア
ミノ酸系保湿成分。角質層の保湿力を維持し、
皮膚コンディションを整えたり、ターンオーバー

を正常化する働きもあります。

ヒスチジンHCl
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸です。肌荒れを解消する効果が

期待できます。

グルタミン酸
体内で発生した活性酸素を除去する作用
があることから、アンチエイジングの効果

があるとされています。

トリプトファン
毛髪の健康はもちろん、薄毛や男性型脱毛
症、抜け毛対策を考える上でも重要視され

ている要素です。

メチオニン

保湿効果が期待できるこんな 16 種類のアミノ酸が含まれています ※原料の紹介であり製品の効果効能を標ぼうしたものではありません。



※原料の紹介であり製品の効果効能を標ぼうしたものではありません。美髪効果が期待できるこんな保湿成分が含まれています

加水分解
アナツバメ巣エキス

細胞の表面にある糖鎖を構成する成
分「シアル酸」をローヤルゼリーの約
200倍含んでいるとされます。美肌
効果、育毛効果、抗ウイルス・抗アレ

ルギー作用が期待できます。

カンゾウ根エキス

抗酸化物質「グリチルリチン酸」が含
まれ、活性酸素を取り除き抗炎症作
用があるとされています。さらに、抗
菌・抗炎症・抗アレルギー作用によ
り、肌トラブルを未然に防ぎます。

センブリエキス

末梢の毛細血管を拡げて血行を促
進する作用があります。代謝をアッ
プさせる有効成分として多くの化粧

品などに配合されています。

チョウジエキス

爽やかな香りがあり、肉料理や焼き
菓子などに利用される素材ですが、
皮膚をスッキリと保つ効果が期待で
き化粧品の有用成分として注目され

ています。

オタネニンジン根エキス

含有するジンセノサイドにより代謝
促進作用、血行促進作用、シワ防止
作用があるとされます。肌荒れ、小ジ
ワ、ニキビ、肌の老化予防、脱毛、フケ

防止などに働きかけます。

ジオウ根エキス

ジオウの根から抽出したエキス。皮
膚に潤いを補給します。

ヒバマタエキス

海藻の一種。アミノ酸、ヨードなどのミ
ネラル類を豊富に含み、新陳代謝を活
発にして正常なターンオーバーを促
進。 肌の乾燥によるくすみ、たるみ、髪
のパサつきなどを改善に導きます。

ハトムギ種子エキス

古くから漢方薬に用いられていま
す。肌荒れを防ぎ、肌を整える働きが

あります。

髪の健康は地肌から。頭皮に栄養が十分に行き渡らないと、髪や毛先の状態も悪くな

り、コシやツヤが失われてしまいます。そんな時にはスカルプケア成分が多めのシャン

プーがオススメですが、刺激成分に抵抗がある方がいらっしゃるのではないでしょう

か。

　そんな方のためにMSDジャパンが開発したのが「エコスライン ワカン　スカルプケ

アシャンプー」。ワカン＝和漢の名前通り、天然成分の和漢エキスを7種配合。髪と頭皮

にうるおいを与えて頭皮環境を整え、頭皮の汚れをスッキリ落としながら地肌を健康

に導いてくれます。

　さらに、保湿成分として「アナツバメ巣エキス」が配合されていることで、頭皮にたっ

ぷりとうるおいを与え、髪質を整えてくれます。

　また、人工的なキューティクル成分を含まずノンシリコンタイプなので洗い上がりも

ナチュラル。ブロー後もサラサラ感が持続し、使い続けるうちに頭皮から髪質が改善さ

れていくのを実感できます。

「髪と頭皮にうるおいを感じるようになりました。」

「洗った後、本当に自分の髪!? 
と何度も触ってしまいました。スルッスルです」

メントール配合によるものです。
冷涼感があり、暑い日もクールで心地良かったです」

「きめ細かな泡立ちですっきり洗えました。
でも髪が傷まずキシキシ感もなし！」

使用した方から

こんなコメントを頂
きました！������������
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こんな髪のお悩みがある方へ
□ フケ、痒みが気になる
□ 地肌のハリがなくなってきた
✓
✓

□ 髪に元気がない、髪がやせてきた
□ 頭皮にべたつきを感じスッキリしたい方へ
✓
✓

髪をいたわりながら
地肌の汚れを
スッキリ落とす

7種類の和漢成分＋
アナツバメ巣エキスが
頭皮にうるおいを与え、
頭皮環境を整えます。

ノンシリコン
弱酸性で

自然な洗い上がり

F e a tur e
P o i n t



「エコスライン アミノアシッド16」シリーズのコンディショナーは、MSDジャパンが独

自の研究開発から誕生させた自信作。シャンプーと共にお使いいただくことで、髪の潤

いとツヤがいつまでも持続し、根本的な髪質改善をサポートします。

美肌に有効とされる「グルタミン酸」「フェニルアラニン」「グリシン」のほか、保湿効果

があり潤いを与えるとされる「バリン」、毛髪への高い保湿効果を持つ「ロイシン」など、

髪と頭皮のバランスを整えるアミノ酸16週類を選び抜きました。シリコン処方で、多種

多様な数多くのアミノ酸を配合しており、成分が地肌や髪にうるおいを与えます。コン

ディショナーながら専門サロンでプロによるケアを受けているような髪質改善の効果

を実感できます。

肌にダメージを与える着色料や酸化防止剤も使用しておらず、pH値も地肌に近い弱酸

性。髪の一本一本までうるおいがコーティングされ、自然な洗い上がりなのにツヤと潤

いがある髪の質感が持続します。
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こんな髪のお悩みがある方へ
□ 枝毛、切れ毛が気になる
□ 髪の潤いが失われてきた
✓
✓

□ 髪によいヘアケア用品を使いたい✓

サロン帰りのような
ヘアケア効果を実感

ダメージケア成分が
枝毛や切れ毛
などを補修

16種類のアミノ酸が
髪にしっかり

うるおいを与えます

しっとり感が持続し
トリートメント効果も
感じられます

F e a tur e  P o i n t
「トリートメント不要なのに驚きました。

洗い流しても潤いが続きます」

「香りが好き。自然な感じです」

「ノンシリコンなのにキシキシせず、

翌朝もくし通りがスルッとします」

「痛み毛が減り、うれしかったです」

使用した方から

こんなコメントを頂
きました！������������

コラーゲンを合成する際の材料として使
用されるアミノ酸で、肌のハリを保つ効果

があるとされます。

トレオニン
成長ホルモンの分泌を促す働きがあり、
傷の治りをスムーズにする効果が期待さ

れます。

アルギニン
皮膚の角質層に多く含まれており、保湿効
果があり潤いを与えるとされるアミノ酸

です。

セリン
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸の一つであり、皮膚の保湿と健康

を保つとされます。

アラニン
皮膚コンディショニング剤、保湿剤として
使われています。肌荒れを防ぎ、皮膚に柔

軟性や弾力を与えます。

リシンHCl
紫外線などの影響でダメージを受けた肌
のコラーゲンを再生させ、肌の弾力やハリ
を保つことができるといわれています。

プロリン
皮膚のコラーゲンを生成するアミノ酸の
うち約3分の1を占める成分。肌のハリや弾

力を保つのに非常に重要です。

グリシン
皮膚疾患への治療に有用とされています。
フェニルアラニン

髪の毛のたんぱく質の約80％を構成する
アミノ酸の一つです。髪の潤いと健康を保

ちます。

イソロイシン
たんぱく質の構成に深く関わっているた
め、毛髪の健康状態の改善や育毛効果が

期待できます。

ロイシン
シミの原因となるメラニンの生成を抑制
し、美肌・美白効果があるとされる成分で

す。

シスチン
肌を内側から支え、ハリを保つために欠か
せない成分の「エラスチン」を構成する成
分。肌のハリや弾力を保つ働きがあります。

バリン
天然保湿成分（NMF）を構成している重要なア
ミノ酸系保湿成分。角質層の保湿力を維持し、
皮膚コンディションを整えたり、ターンオーバー

を正常化する働きもあります。

ヒスチジンHCl
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸です。肌荒れを解消する効果が

期待できます。

グルタミン酸
体内で発生した活性酸素を除去する作用
があることから、アンチエイジングの効果

があるとされています。

トリプトファン
毛髪の健康はもちろん、薄毛や男性型脱毛
症、抜け毛対策を考える上でも重要視され

ている要素です。

メチオニン

保湿効果が期待できるこんな 16 種類のアミノ酸が含まれています ※原料の紹介であり製品の効果効能を標ぼうしたものではありません。



お肌にうるおいを与える、７種の和漢成分とアナツバメ巣エキス

加水分解
アナツバメ巣エキス

細胞の表面にある糖鎖を構成する成
分「シアル酸」をローヤルゼリーの約
200倍含んでいるとされます。美肌
効果、育毛効果、抗ウイルス・抗アレ

ルギー作用が期待できます。

カンゾウ根エキス

抗酸化物質「グリチルリチン酸」が含
まれ、活性酸素を取り除き抗炎症作
用があるとされています。さらに、抗
菌・抗炎症・抗アレルギー作用によ
り、肌トラブルを未然に防ぎます。

センブリエキス

末梢の毛細血管を拡げて血行を促
進する作用があります。代謝をアッ
プさせる有効成分として多くの化粧

品などに配合されています。

チョウジエキス

爽やかな香りがあり、肉料理や焼き
菓子などに利用される素材ですが、
皮膚をスッキリと保つ効果が期待で
き化粧品の有用成分として注目され

ています。

オタネニンジン根エキス

含有するジンセノサイドにより代謝
促進作用、血行促進作用、シワ防止
作用があるとされます。肌荒れ、小ジ
ワ、ニキビ、肌の老化予防、脱毛、フケ

防止などに働きかけます。

ジオウ根エキス

ジオウの根から抽出したエキス。皮
膚に潤いを補給します。

ヒバマタエキス

海藻の一種。アミノ酸、ヨードなどの
ミネラル類を豊富に含み、新陳代謝
を活発にして正常なターンオーバー
を促進。 肌の乾燥によるくすみ、たる

みなどを改善に導きます。

ハトムギ種子エキス

古くから漢方薬に用いられていま
す。肌荒れを防ぎ、肌を整える働きが

あります。

汗をかきやすい方や、全身の汚れをスッキリ落としたい方へ。MSDジャパンから徹底

的な洗浄力とクール感を目指した「エコスライン ワカン　クールボディソープ」が誕生

しました。天然成分の和漢エキスを7種配合することで、効果だけでなく肌へのダメー

ジ軽減も実現。乾燥したお肌にうるおいを与えるヒバマタエキスや肌を正常に整える

働きがあるとされるハトムギ種子エキスなどの成分を厳選し、汚れを落とすだけでな

く肌へうるおいを与え、肌を整えるボディソープに仕上げました。

　また、保湿成分「アナツバメ巣エキス」も配合。ツバメの巣は希少な高級中華食材で

すが、タンパク質とともに糖質の一種である「シアル酸」を多く含むことで化粧品にも用

いられています。これにより、男性だけでなく女性にも嬉しい美肌効果が期待でき、男

女兼用のボディソープとしてお使いいただけます。

　夏の暑い日はもちろん、乾燥が気になる秋や冬、紫外線が強くなる春…とオールシー

ズン大活躍のボディソープです。
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こんな肌のお悩みがある方へ
□ 汗をかきやすい
□ 体臭が気になる
✓
✓

□ 石油系界面活性剤の成分が肌に合わない✓

洗い上がりもクールな
爽快感が長持ち

7種類の和漢成分+
アナツバメ巣エキスが

お肌を保湿

F e a tur e
P o i n t

「とにかく洗った後の肌がクール。体温が下がった感じになります」

「汗っかきの彼氏にプレゼントしたら気に入って、

肌もすべすべになるので私も共用で使っています」

「いつも夏は２回シャワーを浴びないと体臭が消えなかったのですが、

これを使い始めてから洗浄後、さわやかな香りに包まれて家族に喜ばれました。

「泡がきめ細やかで肌になじみやすい。

お風呂上りもお肌がつっぱりませんでした」

使用した方から

こんなコメントを頂
きました！������������

※原料の紹介であり製品の効果効能を標ぼうしたものではありません。



保湿効果が期待できるこんな 16 種類のアミノ酸が含まれています ※原料の紹介であり製品の効果効能を標ぼうしたものではありません。

「エコスライン アミノアシッド16」シリーズから、素晴らしいボディーソープが登場。

肌のハリを保つ効果があるとされる「トレオニン」、天然保湿成分（NMF）の約40％を

占めるアミノ酸の一つで皮膚を健康に導く「アラニン」など基本的なアミノ酸に加え、

「セリン」「バリン」「ロイシン」など皮膚の角質層やタンパク質の生成に関わる重要なア

ミノ酸を計16種配合。さらに、植物性の洗浄成分で構成されているため、泡がきめ細や

かで肌にやさしく、アミノ酸の保湿成分が皮膚になじむのも特徴です。

何と言っても特徴は「香り」。ナチュラルなローズシャボンの香りを、自然のバラの花畑

にいるようなフレグランスがフレグランスが心身を包んでくれます。洗い上がり後も保

湿力と潤いがキープされ、もちもちの肌とフローラルな香りがいつまでも続きます。
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こんな肌のお悩みがある方へ
□ 皮膚の乾燥が気になる
□ 肌のキメを整えたい
✓
✓

□ とにかく香りでリラックスしたい✓

肌がしっとり
もっちりに

ナチュラルな
ローズシャボンの香りに
包まれ心身リラックス

16種類のアミノ酸が
肌をしっかり保湿

泡立ちがよく
保湿成分が
角質層まで浸透

F e a tur e  P o i n t

コラーゲンを合成する際の材料として使
用されるアミノ酸で、肌のハリを保つ効果

があるとされます。

トレオニン
成長ホルモンの分泌を促す働きがあり、
傷の治りをスムーズにする効果が期待さ

れます。

アルギニン
皮膚の角質層に多く含まれており、保湿効
果があり潤いを与えるとされるアミノ酸

です。

セリン
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸の一つであり、皮膚の保湿と健康

を保つとされます。

アラニン
皮膚コンディショニング剤、保湿剤として
使われています。肌荒れを防ぎ、皮膚に柔

軟性や弾力を与えます。

リシンHCl
紫外線などの影響でダメージを受けた肌
のコラーゲンを再生させ、肌の弾力やハリ
を保つことができるといわれています。

プロリン
皮膚のコラーゲンを生成するアミノ酸の
うち約3分の1を占める成分。肌のハリや弾

力を保つのに非常に重要です。

グリシン
皮膚疾患への治療に有用とされています。
フェニルアラニン

髪の毛のたんぱく質の約80％を構成する
アミノ酸の一つです。髪の潤いと健康を保

ちます。

イソロイシン
たんぱく質の構成に深く関わっているた
め、毛髪の健康状態の改善や育毛効果が

期待できます。

ロイシン
シミの原因となるメラニンの生成を抑制
し、美肌・美白効果があるとされる成分で

す。

シスチン
肌を内側から支え、ハリを保つために欠か
せない成分の「エラスチン」を構成する成
分。肌のハリや弾力を保つ働きがあります。

バリン
天然保湿成分（NMF）を構成している重要なア
ミノ酸系保湿成分。角質層の保湿力を維持し、
皮膚コンディションを整えたり、ターンオーバー

を正常化する働きもあります。

ヒスチジンHCl
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸です。肌荒れを解消する効果が

期待できます。

グルタミン酸
体内で発生した活性酸素を除去する作用
があることから、アンチエイジングの効果

があるとされています。

トリプトファン
毛髪の健康はもちろん、薄毛や男性型脱毛
症、抜け毛対策を考える上でも重要視され

ている要素です。

メチオニン

「香り強めで好き！でも自然な香りでリラックスできる」

「どこかで嗅いだ香り…と思ったら、

高級ホテルに置いてあったボディソープの香りだった」

「乾燥が気になっていたのですが、

このボディソープに変えて洗った後のお肌にうるおいを感じました」

使用した方から

こんなコメントを頂
きました！������������



保湿効果が期待できるこんな 16 種類のアミノ酸が含まれています

「エコスライン アミノアシッド16」シリーズから、ボディーソープが登場。MSDジャパン

が協力機関と独自に研究を重ね、様々な16種類のアミノ酸を贅沢に配合した製品を開

発しました。

肌のハリを保つ効果があるとされる「トレオニン」、天然保湿成分（NMF）の約40％を

占めるアミノ酸の一つで皮膚を健康に導く「アラニン」など基本的なアミノ酸に加え、

「セリン」「バリン」「ロイシン」など皮膚の角質層やタンパク質の生成に関わる重要なア

ミノ酸を計16種配合。さらに、植物性の洗浄成分で構成されているため、泡がきめ細や

かでやさしく、アミノ酸の保湿成分が皮膚になじむのも特徴です。

また保湿効果だけでなく天然由来の「香り」もこのボディーソープの最大のポイント。

柑橘やベリーなど数種のフルーツの甘やかなフレグランスが広がり、洗い上がり後も

フルーティーな香りが心身を包み込んでくれます。
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こんな肌のお悩みがある方へ
□ 皮膚の乾燥が気になる
□ 肌のキメを整えたい
✓
✓

□ とにかく香りでリラックスしたい✓

肌がしっとり
もっちりに

ナチュラルな
フルーティーブーケの香りに
包まれ心身リラックス

16種類のアミノ酸が
肌をしっかり保湿

泡立ちがよく
保湿成分が
角質層まで浸透

F e a tur e  P o i n t

コラーゲンを合成する際の材料として使
用されるアミノ酸で、肌のハリを保つ効果

があるとされます。

トレオニン
成長ホルモンの分泌を促す働きがあり、
傷の治りをスムーズにする効果が期待さ

れます。

アルギニン
皮膚の角質層に多く含まれており、保湿効
果があり潤いを与えるとされるアミノ酸

です。

セリン
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸の一つであり、皮膚の保湿と健康

を保つとされます。

アラニン
皮膚コンディショニング剤、保湿剤として
使われています。肌荒れを防ぎ、皮膚に柔

軟性や弾力を与えます。

リシンHCl
紫外線などの影響でダメージを受けた肌
のコラーゲンを再生させ、肌の弾力やハリ
を保つことができるといわれています。

プロリン
皮膚のコラーゲンを生成するアミノ酸の
うち約3分の1を占める成分。肌のハリや弾

力を保つのに非常に重要です。

グリシン
皮膚疾患への治療に有用とされています。
フェニルアラニン

髪の毛のたんぱく質の約80％を構成する
アミノ酸の一つです。髪の潤いと健康を保

ちます。

イソロイシン
たんぱく質の構成に深く関わっているた
め、毛髪の健康状態の改善や育毛効果が

期待できます。

ロイシン
シミの原因となるメラニンの生成を抑制
し、美肌・美白効果があるとされる成分で

す。

シスチン
肌を内側から支え、ハリを保つために欠か
せない成分の「エラスチン」を構成する成
分。肌のハリや弾力を保つ働きがあります。

バリン
天然保湿成分（NMF）を構成している重要なア
ミノ酸系保湿成分。角質層の保湿力を維持し、
皮膚コンディションを整えたり、ターンオーバー

を正常化する働きもあります。

ヒスチジンHCl
天然保湿成分（NMF）の約40％を占める
アミノ酸です。肌荒れを解消する効果が

期待できます。

グルタミン酸
体内で発生した活性酸素を除去する作用
があることから、アンチエイジングの効果

があるとされています。

トリプトファン
毛髪の健康はもちろん、薄毛や男性型脱毛
症、抜け毛対策を考える上でも重要視され

ている要素です。

メチオニン

「少ない量でもたっぷりの泡立ち。コスパも◎（笑）」

「華やかな香りが好きなので、

このボディーソープの自然な香りが気に入りました」

「シャワーした後、肌がしっとりして

良い匂いなので気持ちよく眠れます」

使用した方から

こんなコメントを頂
きました！������������

※原料の紹介であり製品の効果効能を標ぼうしたものではありません。


