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ケイズ本社工場は「容器品質検査」＋「化粧品受託製造」の専門部門があり、化粧品開発からパッケージまで、
オールインワン体制で安全・安心・高品質な製品をご提供します。

私たちは化粧品作りの容器から中身まで、
お客様のご相談にオールインワンでお応えする

”コスメコンシェルジュ”です。
ケイズなら”ぜんぶ”できる！

容器+バルク製造 +充填

容器 容器 +デザイン 容器 +充填 バルク製造 充填バルク製造 +充填

ＰＡＣＫＡＧＥ

充填だけ
お願いしたいん
だけど…

商品に合う
素敵な容器を
探してほしい！

デザインだけお願いできないかな…？

オリジ
ナルの

容器を

作って
ほしい

！

この原料を
使った化粧水を
開発したい！

容器から中
身まで

全部の工程
を

お願いした
い！

化粧品を作りたいけどどうしたら？

容器の品質検査・二次加工から中身の受託製造まで、
工場もオールインワン体制です。

容器から充填までの全行程のご依頼でも

各工程の一部だけのご依頼でも

なので…

化粧品
ＯＥＭ

化粧品
容 器＆

臨 機 応 変 な 対 応・生 産厳 格 な 品 質 管 理 高 度 な 充 填 技 術

Total Cosmetic Planner!We are
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製 造 品 目本社工場のご紹介

ケイズの本社工場は金沢にあります。
金沢の特徴は豊かな自然と清き水、自然と環境に恵まれた土地。
そして古くから高い美意識と伝統・文化を育んできました。
自然と環境、伝統技術に恵まれた金沢で化粧品を製造し、安全･安心･高品質な製品をお客様へご提供します。
2016 年 8 月には、化粧品容器の検査と受託製造ラインを兼ね備えた工場を新設移転。

「容器」と「OEM 受託製造」のオールインワン提案体制を実現しています。

化粧品の製造及び品質管理に関する
国際規格 ISO22716（化粧品 GMP*）の認証を取得

ISO22716 は、化粧品の製造及び品質管理に関する国際規格です。

化粧品の生産のみならず管理・保管・出荷までに関する運用ルールなどを定め

たガイドラインで、 欧州では流通するすべての化粧品がこの規格に沿って製造

することを義務付けられ、日本国内では、日本化粧品工業連合会が業界自主基準

として採用しています。

COPY

豊かな自然と伝統文化を誇る金沢で化粧品製造を。
皆様に安全・安心・高品質な製品をお届けします。

製造設備

＜真空乳化装置＞
・400型（120～340kg 製造）
・250型（70～200kg 製造）
・100型（30～80kg 製造）
　…クリーム、乳液、洗顔フォーム、リンス、
　　トリートメント類等の乳化

＜溶解槽＞
・1300型（300～1000kg 製造）
・400型 （80～320kg 製造）
・300型 （60～240kg 製造）
・150型 （30～120kg 製造）
・200型 （40～160kg 製造）
　…化粧水、ジェル、美容液、クレンジング、
　　シャンプー　等

・自動充填機
・超音波シールチューブ充填機
・チューブRカット機
・モーノポンプ充填機　(低～高粘度対応) 
・加温充填機
・自動キャッパー
・ウェイトチェッカー
・インクジェットプリンター
・レーザーマーカー
・オートラベリングシステム
・シュリンク機
・フレキシコン充填機
・クリーム充填機（容器回転充填機）
・低粘度充填機
・打栓機
・エア洗瓶機

製造装置  充填設備

スキンケア

化粧水
美容液

 クレンジング
（リキッド・オイル）

ボディソープ
ボディミスト
 ネイルオイル

シャンプー
ヘアオイル

洗顔フォーム
生せっけん

乳液
 フェイスクリーム

リップ バーム

 ボディクリーム
ハンドクリーム

トリートメント
コンディショナー

リンス
 ヘアクリーム

クレンジングジェル
 保湿ジェル マッサージジェル

ヘアケア ボディケア
ネイルケア

液剤

クリーム剤

ジェル剤

クレン
ジング

ご要望に合わせたタイプの
クレンジングを製造いたします。

ネイル
オイル

爪や爪の生え際に使われるオイルで、
キューティクルオイルとも呼ばれています。
香りつきなどユーザーのターゲットにあわせた
製品を製造いたします。

ハンド
クリーム

保湿など手指のケアに、ターゲットにあわせた
香りやテクスチャの製品を製造いたします。

化粧水
保湿効果（モイスチャー効果）、お肌の引き締
め、年齢に合わせたケアなど様々なターゲット
のものをご提案します。

美容液
日常のスキンケアにプラスするスペシャルケ
アの製品です。 オイル、ジェルなど様々なご要
望に合わせたものを製造いたします。

乳液

化粧水の後に水分がお肌から逃げないように
油分のある膜で覆い、保湿効果を保ちます。
ご要望に合わせたオイルやエキスを配合した
乳液を製造可能です。

クリーム

油分が多く、乳液よりこっくりとした重さのあ
るクリーム。毎日の化粧水や美容液のあとのお
肌表面に薄い膜をつくり、保湿機能やバリア機
能を サポートします。

洗顔
フォーム

毎日の洗顔に使う肌に吸い付くようなリッチ
な泡立ちでお肌の汚れを落とします。 生せっけん

極力高熱を加えないことで熱に弱い有効成分
にダメージを与えることなく製造できます。
洗い上がりがしっとりとした製品です。

バーム

ワセリンやミツロウなど油分の多い成分を
ベースにした半固形の保湿剤。
ボディ用のほか、唇のケアに使用するリップ
バームなど 様々な用途の製品を製造可能です。

ボディ
クリーム

全身に日常的に使われるようになったボディ
クリーム。様々なテクスチャや香りの製品を製
造いたします。

ヘアケア シャンプー・コンディショナー・トリートメント・リンスなど
ホームケア製品からサロン専売品、ノンシリコン処方など 、ご要望に合わせたヘアケア製品をご提案いたします。

こちらに表記のない製品の製造もご相談ください。
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第１工場のご紹介

金沢本社工場に隣接して、アルコール類の少量危険物屋内貯蔵所の届出を行い、新工場を設立。
防爆設備・調合室・充填室・包装室を完備し、建屋の側に危険物貯蔵所を 2 棟備えて、香水などのフレグランス製品の
ほか with コロナ時代の社会に貢献するため、消毒液の製造なども行っております。

設備

危険物貯蔵所

2000L 危険物貯蔵所 (2 棟）

防爆設備

コンセント 蛍光灯 換気扇

自動充填機（エア洗浄・充填・キャッパー）

機械設備
・自動充填機

・ウェイトチェッカー

・インクジェットプリンター

・カメラ検査機

製造品目（アルコール製品）

フレグランス製品

衛生製品

・香水

・ボディコロン

・ルームフレグランス

・ファブリックミスト

・消毒液［指定医薬部外品］

・アルコールジェル

・マスクスプレー

ウイルスなどの消毒に厚生労働省が有効とする濃度の
数値を満たす、エタノール濃度 78％の消毒液。
 保湿成分としてグリセリンを配合。手指を清潔にしつつ
お肌を乾燥から守ります。
 石川県金沢市の本社工場で製造した日本製のアルコー
ル消毒液です。

容器

消毒液容器は30ｍLの携帯用から1L業務用までご要望
に合わせた幅広いサイズのものをご提案しております。
お気軽にご相談ください。

2019年11月に新工場「第1工場」を竣工。
香水などを中心としたフレグランス製品の製造を開始しました。 容器

瓶を中心とした、香水・ルームフレグランスなどの
フレグランス製品用の容器をご要望に合わせてご
提案いたします。

こちらに表記のない製品の製造もご相談ください

［指定医薬部外品認可取得］

※認可取得済
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Ceramide セラミド

ケイズのセラミド、何が違うの？

セラミドは角質層の細胞間脂質（細胞と細胞の間をうめる脂質）に存在しており、その約50％を占めています。

そんなセラミドは[保湿機能]と[バリア機能]の２つの役割を担っており、お肌にとって大切な成分です。

セラミドは、細胞と細胞の間の「細胞間脂質」にある主要な保湿成分。
アトピー性皮膚炎の方やお肌が弱い方は、元々体内に存在するセラミドの量がす
くないと言われています。そしてセラミドは加齢やストレス、生活習慣の乱れに
よっても減少してしまいます。
セラミドが減ってしまったお肌は、外部刺激に弱くなり、うるおいを与えても水分
を保つことができないため、セラミドを補給してあげる必要があります。

敏感肌の方が刺激を感じやすいと
言われている界面活性剤を
使用しない処方です。

界面活性剤フリー処方

セラミドは水にも油にも溶けにくく化粧品に配合しにくい成分です。
そんなセラミドを当社独自の技術でナノ化、リポソーム化することに
よって、お肌への浸透性・即効性を高めました。

当社のセラミドは、発酵セラミドである「スフィンゴ糖脂質」を使用。
セラミド自体の効果が高く、肌なじみの良さが特徴です。

ナノ化、リポソーム化したセラミドは通常の
セラミドを混ぜたものより均一に分散する
事が可能です。

保湿機能

バリア機能

ヒトの皮膚から水分が蒸発
しないように守ります

お肌を外部刺激から守ります

保湿とバリア機能が保たれた肌 保湿とバリア機能が乱れた肌

リポソーム構造

OEM開発製品

ケイズのセラミド処方は
セラミドが減少し、お肌が敏感に
なってしまった方に使ってほしい、
セラミド高配合の化粧品です。

L i n e u p

セ ラ ミ ド
リ ペ ア エ ッ セ ン ス

（ 化 粧 水 ）

セ ラ ミ ド
ミ ス ト

セ ラ ミ ド
シ ー ト マ ス ク

セ ラ ミ ド
エ ッ セ ン ス ミ ル ク

（ 乳 液 ）

セ ラ ミ ド
ク リ ー ム

生 セ ラ ミ ド
エ ッ セ ン ス
（ 美 容 液 ）

B a s i c  c a r e

S p e c i a l  c a r e

水

油

セラミド

保湿成分

< 肌のラメラ構造 >

ナノ化による分散比較

通常のセラミド1％分散液 ナノ化リポソーム化したセラミド１％分散液

細胞

細胞

ナノ化、リポソーム化したセラミド

セラミド1％配合の分散液の透明度の比較

リポソーム構造セラミドは肌に存在する
セラミドのラメラ構造と同じ「親水基」と
「親油基」で構成されており、セラミドの
効果が発揮しやすく肌なじみがよくなり
ます。

※

※当社比
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OEM開発製品

Sustainable サスティナブル

真空低温蒸留法

留出の様子

❶原料植物を装置の中に入れる。
❷高速水流により真空を発生させ、減圧をかける。
❸気体として蒸発した生体水を冷却し、留出する。

香りの抽出法
真空発生器

冷
却
装
置

35 ～ 40℃に調整

留出した
植物生体水 (無色透明)

❶

❸

❷

こうして得られた植物生体水は、無色透明な香りをもった高機能水として、
水ベースでは叶えられない「丸ごと機能性成分」を可能とします。

★水蒸気蒸留法
蒸留温度　100～150℃
産物　　　芳香蒸留水と香り成分
水　　　　使用する

★圧搾法 [柑橘類など ]
蒸留温度　なし
産物　　　精油
水　　　　使用しない

★溶剤抽出法 [ローズなど ]
蒸留温度　なし
産物　　　アブソリュート
水　　　　使用しない

★真空低温蒸留法
蒸留温度　35～40℃
産物　　　植物生体水・精油・植物粉体
水　　　　使用しない

皮・種などは粉体に

Water SolidMaterial

原材料になる果物や植物を粉砕し、装置の中に入れて植物生体水と残滓にわけます。

ケイズはこれ！

留出前 粉砕 留出 残滓

真空低温蒸留法で留出する100％植物由来のエッセンス

植物生体水

真空ポンプを使わず、高速水流によって真空状態(-98kPa)を作り出すこと
により、低温(約35℃～40度)での蒸留を可能にしました。この原理を応用
し、固体と液体を効率的に分離、回収します。
分離時にタンパク質やビタミンを変質させないことから、機能性成分や香
りをそのまま取り出せます。
水や溶液を一切使用しない為、100%植物由来で、これまでのアロマオイル、
フローラルウォーターとは違う新しいものです。
自然のものから採れた生体水だから、合成香料とは違う植物本来の優しい
香りが楽しめます。※
※植物生体水の香りの出方・持ちは植物の種類や状態によって異なります。

ケイズでは、本社がある石川県の農作物から抽
出した植物生体水を使って化粧品を開発する、
地域貢献プロジェクトを行っています。

化粧品に
配合

留出された
生体水は
無色透明です
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OEM開発製品
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真空低温蒸留法で留出する100％植物由来のエッセンス

植物生体水

真空ポンプを使わず、高速水流によって真空状態(-98kPa)を作り出すこと
により、低温(約35℃～40度)での蒸留を可能にしました。この原理を応用
し、固体と液体を効率的に分離、回収します。
分離時にタンパク質やビタミンを変質させないことから、機能性成分や香
りをそのまま取り出せます。
水や溶液を一切使用しない為、100%植物由来で、これまでのアロマオイル、
フローラルウォーターとは違う新しいものです。
自然のものから採れた生体水だから、合成香料とは違う植物本来の優しい
香りが楽しめます。※
※植物生体水の香りの出方・持ちは植物の種類や状態によって異なります。

ケイズでは、本社がある石川県の農作物から抽
出した植物生体水を使って化粧品を開発する、
地域貢献プロジェクトを行っています。
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配合

留出された
生体水は
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真空原理を利用してピストンを押し上げる構造なので
空気との接触が最小限になり、内容物の酸化が抑制されます。
また通常のポンプに比べ、粘度の高いものでも簡単に押し出すことができるため
最後まで使い切りやすいのが特徴です。

化粧品容器
コンサルティング
国内容器はもちろんのこと、「ケイズは海外のものに強い」
と業界で評価されています。
韓国・台湾・中国製の製品を、現地工場の調査・確認を徹底
した上で安全品質でご提供しております。

高保湿やエイジングケアなど、
美容液やクリームに。
片手で天面を押して吐出できます。

吐出の容量や用途に応じて、ヘッド部分をお選びいただけます。

Push!

②押すと内容物が
吐出します

・ロック機能付
使用時は、
まわして
ロック解除

①OPEN

軽量で小型タイプのエアレス容器。
携帯用商品やサンプル配布などに
おすすめ。

多彩なバリエーションのエアレスボトル。
加飾により、デザイン表現の幅が広がります。
豊富なサイズ展開も、魅力の一つです。

ヘッドを回すと吐出口が出てくる
キャップレスの容器です。

TPシリーズ

STシリーズ

RBシリーズ

医療器具の衛生的なイメージで高い製品効果をアピールできます。
アイクリームやアイジェル、美容液などの高機能化粧品に最適です。

アンプル容器をイメージしたデザイン。
ボールでコロコロマッサージしながら気になる部分に直接塗る
ことができます。

気になる部分に
コロコロ♪

エアレス容器

Airless Bottle -エアレスボトル-  

Airless Jar -エアレスジャー-

Ampoule -アンプル-

Mini Airless
　　-ミニエアレス- 

Turn up-ターンアップ-

JUMBO Series -ジャンボシリーズ-

Medical spot -メディカルスポット-

ヘッドを
回すと

カバーが
下がって..

吐出口が
出てくる！
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Medical spot -メディカルスポット-

ヘッドを
回すと

カバーが
下がって..

吐出口が
出てくる！

12



素材・口・キャップのデザインなど機能が多数あり、商品の用途・コンセプトに
あわせた様々なチューブ容器をご提案しております。チューブ容器

アクリルなどの素材で硝子のような透明感や重厚感があり、高級感を演出したい
商品や、高機能化粧品におすすめです。シンプルな形状から流行のデザインまで、
バリエーション豊富に取り揃えております。

肉厚容器

Angled Cap -八角形キャップ-

Airless Tube -エアレスチューブ-

Brush Tube -ブラシチューブ-Bottle＆Jar -肉厚ボトル＆ジャー-

BallRoller Tube
 -ボールローラーチューブ-

ブラシ付きのチューブ。
ポイントケア、リップ、コンシーラーなどにおすすめです。

先端のロール部分から内容物が吐出されるチューブ。
アイケア等の高機能化粧品や、フェイスライン・ボディのマッサージなどに。

内容液が外部の空気に触れにくく衛生
的で内容物の酸化が抑制される事が特
徴のエアレスポンプ付きのチューブ。
美容液やクリームなどにおすすめです。

八角形の珍しい形のキャップ。
握りやすいので開けやすく、また転がりにくいのが特徴です。

Auto Dropper -オートドロッパー-

キャップを開けるとスポイトに適量の液が吸い上げられ
る構造です。
開けてボタンを押すだけで吐出ができます。

Polyfile Tube -ポリフォイルチューブ-

バリアー性の高いアルミを積層したチューブ。
機能性だけでなく高級感のあるデザイン表現にも優れた商品
です。

Soft touch head Tube 
-ソフトタッチヘッドチューブ-

なめらかな肌ざわりのヘッドがついたチューブ。
ボディジェルやクリームに。

Push!

チューブ素材バリエーション
多種取り揃えております！

● PE（単層・多層）
● ラミネート
● バイオマス
　　　　　　    etc. . .

その他

Airless  -肉厚エアレス容器-  
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植物由来プラスチック原料や、リサイクル樹脂などの環境対応系樹脂を使用
した容器。地球環境への負荷軽減を考慮した、エコロジー対応容器をご提案
しております。

エコ容器

マスカラ・リップグロス・口紅・パフなどトレンドやデザイン性の
高い海外製の製品を中心に、さまざまなコンセプトに対応する容
器を取り揃えております。

バイオマスチューブ

リサイクルPP（PCR）

パフと容器が一体化したパウダージャー容器。
また、リフィルとしてパフ部分のみの販売もできます。
チーク、フェイスパウダー等におすすめです。

リキッドファンデーションを手軽に持ち歩け、外出先で手を汚さず
メイク直しが簡単にできます。
使いきった後もリフィル交換が可能です。

円柱型・角型・Wエンド型など様々な形状と、多種アプリケーターの中から
ご要望に合わせてご提案させて頂きます。

素材・色・形・印刷等、お客様のご要望にあわせてご提案させて
いただきます。お気軽にご用命ください。

メイクアップ容器
Puff&Brush-パフ＆ブラシ- 

Powder Jar  -パウダージャー- 

スポンジタイプ メッシュタイプ

Cushion Compact  -クッションコンパクト- 

Lip＆Mascara  -リップ＆マスカラ- 

紙製スパチュラ
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容器のオリジナル型も作成できます

化粧品容器にこだわりの付加価値をお求めのお客様へ、ボトルやキャップ等お客様のニーズに合わせたオリジナル
容器の開発・製造も行っております。お気軽にお問い合わせください。

事　業
案　内

化粧品
OEM

お客様のオリジナル化粧品を、開発・企画提案から
製造、完成品までサポートいたします。

オリジナル化粧品の開発・企画から、製造・充填・完成品にいたるまでトータルサポート。
化粧品・医薬部外品の開発・企画提案から受託製造・充填・セットアップ作業まで一貫して行います。

取扱い製品

・スキンケア製品
・ボディケア製品
・ヘアケア製品

＜研究開発＞
・化粧水
・乳液ジェル
・クリーム

・シャンプー

 ＜バルク製造＞

・リンス
・香水調合　他

・化粧水
・乳液ジェル
・クリーム

 ＜小分け充填＞
・シャンプー
・リンス
・香水　他

 ＜アッセンブリー＞
・各種セットアップ
・シュリンク
・ヒートシール
・圧栓
・ロット印字等の作業

化粧品
容器

国内製品から海外製品まで幅広い製品群の中から、
お客様の要望にあった容器をご提案します。

色、形、素材など、無限の組み合わせの中からお客様のイメージとコストバランスにかなった最適な容器を
ご提案します。各種オーダーメイド容器もおまかせください。

取扱い製品
・チューブ容器
・金属容器
・ファンデーション、チーク等　各種コンパクト容器
・アイライナー容器 その他、食品容器等

・プラスチック容器
・エアレス容器
・アクリル容器
・硝子容器

・マスカラ容器
・口紅容器
・各種オーダーメイド容器

製品コンセプトに合わせた塗装や装飾などの加工が可能です。
お客様の作りたい製品イメージにあわせた加工をご提案させていただきます。
まずはご相談ください。

・スパチュラ

・スプレー用ポンプ

・サプリメント容器

・メール便対応可能容器

・化粧箱、パッケージ など

メール便対応可能容器

サプリメント容器

ルミニスト蒸着 木目転写 グラデーション塗装

UVインクジェットプリント

各種化粧箱

カラーストリーム塗装

デコレーション

その他
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住所

TEL
FAX

〒920-0356
石川県金沢市専光寺町ニ188
076-268-3070(代)
076-268-3171

住所

TEL
FAX

〒543-0014
大阪市天王寺区玉造元町3-９ 
八光ビル5F

06-6763-3326
06-6763-3328

【JR環状線】 
南側出口より徒歩1分「玉造」駅

【地下鉄長堀鶴見緑地線】
「玉造」駅   5番出口より徒歩3分

住所

TEL
FAX

〒104-0031
東京都中央区京橋2-1-1 第二荒川ビル8F
03-5200-7131
03-5200-7133

【JR東京駅】　八重洲南口から徒歩5分

- Show Room -
他お取り扱い容器の
カタログページは
弊社 HP にもございます

https://www.ksplant.co.jp/catalog

【JR金沢駅】 西口からタクシーで20分
【北陸高速道】 金沢西ICから車で10分
【小松空港】 車で40分（北陸高速利用:小松IC～金沢西IC）

Access

Access Access

- Show Room -

金沢本社

東京営業所 大阪営業所

PRODUCT ・ FACTORY

INFORMATION

O E M & P A C K A G E S
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2021.5.7　 カタログ


