
ＮＧワード 変換ワード

ADSシリーズを使用し、素晴らしい改善を出された、リセラクィーンコンテストファ

イナル(2013～2017年)の皆様が応募までに要した期間を参考にしています。
使用者の人数を明記

APPS,AHA 成分名のローマ字表記のみはNG（カナ名も注釈して下さい）

Brightening Pine（保湿と美白に対する高い効果） うるおいのある毎日

L-シスチン（メラニンは生成を抑制することでしみ・そばかす・皮膚の黒色化を改善

することが）
夏の美容対策として欠かせない成分。夏になると露出が増える人や外出が多い人、外からのお手入れが面倒な人に

Outline(アウトライン/概説) 社外秘ではOK、広告では。医薬部外品の効能効果を想起させるためNG

亜鉛（ニキビ跡の修復の促進する作用） 丈夫な体作りを助けます

亜鉛（ニキビ跡の修復の促進） 思春期特有の美容サポート

亜鉛（皮膚・骨などの機能維持をする） 体のリズムを高める

亜鉛の効果（味見を正常に保つ） おいしい食事をサポート

亜鉛の効果（細胞の生まれ変わりを助ける） 体のコンディションを助ける

亜鉛の効果（発育を促す） 健康的な発育に必要な栄養素

赤ちゃんも安心して使用できる 赤ちゃんの衣服洗いに使える

アスコスビルグルコシド アスコルビルグルコシド

アスコルビル酸Na、アスコルビル酸Mg アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg等

アスコルビン酸(ビタミンC)にグルコース(糖)を結合させた水溶性ビタミンC誘導体

(※)

※アスコルビルグルコシド(整肌成分)

アスコルビン酸(ビタミンＣ)にグルコース(糖)を結合させた水溶性ビタミンＣ誘導体＝グルコシド

新しい細胞を生み出していく ハリ・弾力を与えるOR潤いで満たされる

新しい肌を生み出す 肌を守る＋整える

厚さ コンディションOR環境

アトピー治療にも使用～細胞賦活作用 様々な肌トラブルに働きかけます

安産・産後の回復が早く 産前・産後の時にも使える

安心安全 優しさ

安心です 気になりません

安全と結果にこだわる NG　　安全性と効能の保証にあたりNGです。リスクは高くないのでチャレンジしても良いです。

一切～していない オーバートークのため削除する

医療界で 美容業界で

医療用に開発された 医学的に注目されている

インナーマッスル スッキリ

生まれ変わる みちがえるOR目覚める

うるおいを補給し うるおいのある生活をおくりたい

エイジングケアに 「※年齢に応じたケアのこと」注釈

栄養素 美肌成分

エステでは初の濃度の販売(※6)
初を「○○年×月現在」へ

※ドクターリセラ調べと明記し、その調査資料を準備

エネルギー代謝 身体のコンディション

エネルギーをつくるのに必須です エネルギーをつくるのに欠かせません

炎症 肌荒れ

炎症・炎症を起こして真っ赤 トラブルORダメージ・カサつきもひどい

オイリートラブルに 「さっぱり美肌に」「バランスアップに」

オイリートラブルはもちろん、体の代謝UPに必要なビタミンB群など、様々な美容成

分をバランスよく配合！

べたべた、どんよりをすっきりさせるだけでなく、カラダのリズムをサポートするビタミンB群など様々な美容成分をバラン

スよく配合

奥 すみずみ

改善 コンディションor環境

改善促進 環境アップor環境向上

顔がスッキリした 表情が明るくなった

輝きのある肌 「インナーケアで内側から輝くように」「インナーケアで内側から美人へ」「インナーケアで輝く美人へ」

硬く多いクセ毛 硬くまとまらない毛

活性酸素 ダメージORトラブル

かなりの高濃度※ ※ドクターリセラ調べ

体の深部を直接温める に直接働きかける

完全 削除する

肝斑 美容

基礎代謝 体のリズム

経血 おりもの　経血はNG

菌名 特定の菌名は広告できない。菌名を伏せて実験を示すことはNGではない

クスミ ※をつけて、乾燥による

苦痛 悩み

クマ クスミ

クマやたるみ どんよりした印象を与える

黒ずみ・くすむ ※汚れや古い角質による　注釈

ケアな 肌と毛穴

毛穴がたるんでいる 肌にハリがない

結果と安全 安全性の保証に繋がるが、サロン内の資料であれば可能

月経期間が短く終わるようになる 月経期間の悩みが減る

血行促進 めぐりを整える

ケミカルな毛染めで頭皮が荒れる・ヘアカラーでかぶれる NG　　安全性と効能の保証にあたりNGです。リスクは高くないのでチャレンジしても良いです。

抗菌 洗浄

抗酸化 還元力・ダメージケア

抗酸化作用 還元力

酵素の組成 酵素のサポート

小じわ カサつきorハリ　※試験をしていれば「乾燥小ジワを目立たなくする」はいえます。

コントロールの トラブルを防ぐ

最強の 極上のORハイグレード

最新 先端or先進

最新EMSトレーニング エクササイズor刺激or運動　トレーニング（筋力活動向上）のエビデンスがあればOKです

再生される サポート

再生能力が活発化することにより～はがれ落ちます
を乾燥や紫外線から守り、コンディションを整えることによって、深刻な肌トラブルを未然に防ぎ、

透明感のある理想的な肌に導きます

ＮＧワード一覧



細胞賦活 整肌

酸化 ダメージ

紫外線対策 夏の美容対策

色素沈着が起きなかった 肌の透明感が維持されていた　「色素沈着を起こさない」は削除

子宮脱症 尿モレ予防はエビデンスを持っておいたほうがよい

脂質、糖質、たんぱく質の代謝 身体

慈竹は漢方薬の解毒剤として古くから重用されてきた 削除する

脂肪になりにくい スッキリした

シミ くすみ　※「乾燥による」か「汚れや古い角質による」の注をする

シミ、毛穴、ニキビなどの気になるトラブルの部位 お顔の気になるところに適量を…と明記

シミ・肝斑 健康美容成分

シミ・肝斑（抗炎症） 若々しさ

シミ・肝斑（日光性色素斑） 健康

しみが気になる方 サロン内では、対象者として使用可。広告ではNG

シミのもとメラニンの生成を抑え 紫外線トラブルに働きかけ

修復 整肌

消炎 肌荒れ防止

消臭・抗菌・臭い戻りしない・虫除けに エビデンスが必要

食中毒の原因（黄色ブドウ球菌） 殺菌※特定の菌名はNGです

白黒にきび 皮脂トラブル

白さ 透明感

真皮 角質層の奥深く

数滴混ぜてご使用ください 洗顔後、ご使用されている化粧水に混ぜてご使用いただくことをおすすめしております

製剤 素材

整肌作用もある 肌に優しい水な

生物活性分子 保湿成分

生理で重い日 気分がさえない日

セルライト予防に ボディメイクのサポート

洗浄力が強く 洗浄力が高く

ソバカス カサつき・くすみ

ターンオーバーが乱れ、たるみやくすみの 美容のコンディションが低下する・肌のハリがなくなり

ターンオーバー促進 美容のコンディションを整える

ダイエット 食事管理、ボディメイク

代謝促進 体のリズム

代謝ビタミン 必須ビタミン

他社のスキンケア製品～しまったんです

多種 豊富な

たるみ ハリ不足or年齢サイン

たんぱく質を分解する たんぱく質汚れを分解する

力 のコンディションOR環境

腸内 内側から身体

鎮静 整肌

特許技術 特許番号を明記

特許で保護された方法は～ 独自技術

ナイアシン（糖質、脂質、たんぱく質の代謝・血管拡張作用・睡眠誘発物質の再合 消去する

内面 ※を付けて「角質層」という注をする

治す ケアする

ナプキンを汚さなくなって楽チン※特に夜は出なくなる どういうことか具体的な説明が必要

ニキビ・ニキビ肌 オイリートラブルOR皮脂トラブル・肌荒れの悩み

ニキビに悩む女性 思春期から美容に悩む女性

には は

日本最高 高い　「最」は削除する

熱・酸・酸素に強い、酸化しにくく、持続性あり サロン内資料は可。広告は、AA2Gの供給会社にて資料を入手し明記

燃焼 身体活性

肌活性 整肌

肌再生プログラム ライン使いORコスメシリーズOR肌覚醒

肌質改善・肌改善・劇的に改善した 美肌実感・スキンケア・肌荒れはすっかり気にならなくなった・ニキビ（例）ができなくなった・解消

肌トラブルが気になる
「なんだかすっきりしない」「どんよりしてしまう」「朝鏡を見るのがおっくう」などの気持ちのトラブルにする

肌訴求はできない。

肌にハリがほしい 肌をとって「ハリ」にする　肌訴求はできない。

肌に不必要な成分 などの添加物

肌のターンオーバー促進に 「女子力をあげたい」「ぷるんとはずむ生活をしたい」「リズムサポート」

肌の断面図 肌の断面はやめてください

肌の弱い方に 危険な素材を使いたくない方

肌や髪などに、ハリ・ツヤ 身体に輝きや美しさ

バリア機能正常化 身体を内側から守る

パントテン（糖質、脂質、タンパク質の代謝に関与） 消去する

パントテン酸がCoAをつくる・CoA[補酵素]が酵素を支える・酵素が食物をエネル パントテン酸が酵素や補酵素とともに身体のエネルギーとして活躍

パントテン酸カルシウム（皮膚の新陳代謝を促し、しみ、そばかす、日焼けなどの改 ビタミンCの働きを助け、体を内側から守る

パントテン酸カルシウム（皮膚・髪・爪のたんぱく質を作るV-Cの働きを助けて、た

んぱく質を増やし肌や髪、爪などを修復することが期待される成分です。）
消去する

冷えを改善・冷えとり じんわりとコリや疲れをほぐす・温める

ビオチン（糖質、脂質、たんぱく質の代謝・皮膚を正常に保つ・インスリン分泌に関 消去する

引き締め 働きかける

皮脂コントロール 若々しさを維持する

ビタミンB1（糖質をエネルギーに変える・神経を正常に保つ） 消去する

ビタミンB12（アミノ酸、脂質の代謝・造血作用・神経機能の維持） 消去する

ビタミンB2（脂質をエネルギーに変える・抗酸化ビタミン） 消去する

ビタミンB6(体タンパク質の生合成アミノ酸、脂質の代謝・皮膚や粘膜の維持) 消去する

ビタミンc※ ※アスコルビル酸

ヒドロキシラジカルのみに作用 肌ダメージの原因

美白 美肌OR雪肌ORブライトニング

美肌・美髪 「美容対策」OR「キレイの維持」



美肌・美髪など 理想の美ボディ

美肌コンセントレート 「コンセントレート」のみ

美肌プラス 「女子力プラス」「美プラス」

美肌力 素肌美

皮膚感覚が蘇り、コントロールできる どういうことか具体的な説明が必要

日焼け 乾燥

病気にかかりやすくなる 体調を崩しやすくなる

広がる ※角質層　注釈

ペットやヒトについた臭いには言及できない 「タバコや汗」「生ゴミ」「ペット臭」などが付着した物質に対して消臭する→OK

ほうれい線 の後に、「周り」を挿入

保湿 「うるおう毎日」OR「イキイキとした身体」

細く少ない毛 細くやわらかい毛

ホルモンバランス 体を守る

ホルモンバランスの乱れ 「どんよりしてしまう」「キレイを創りたい」「すっきりしたい」「リズムを整える

また乾燥もどうしても起こってしまいます 水溶性のため、肌の乾燥がおこりやすくなってしまいます。提案

まつげや髪が生える・増える イキイキする・しっかりする

マッサージ トリートメントOR施術

無添加 肌のことを考えた

メラニンの還元 紫外線トラブルの抑制

メラニン抑制 体を内側から守る

メラニン抑制・還元 美容

免疫力 活力

最も よりor高度に

痩せた スッキリする、キレイになった、変わった、美ボディになる

痩せにくい体質 すっきりしにくい体

有効 有用OR美容

有効 効果的or有用

葉酸（アミノ酸、核酸の代謝・造血作用） 消去する

良質なタンパク質を摂ることにより、肌に必要なコラーゲンをより多く形成します。

ソイ(大豆)のイソフラボン効果でハリとツヤを

良質なタンパク質を摂ることで肌に含まれる成分コラーゲンをも摂ることができます。大豆のイソフラボン効果で女子力をあ

げましょう

リンクル ハリ

老人性色素斑がある くすんでいる

若返る ※を付けて「見た目」という注をする

若々しい の後に、「印象の」を挿入

私たちが生きるための源であるエネルギー 私たちが健康的に生きるためのの源であるエネルギー

悪い 気になる

を取り戻す 環境を目覚めさせる


