「2020 年度サスティナブルコスメアワード」
エントリーシート
█

応募者

企業名
企業理念
事業内容
販売形態

ﾌﾘｶﾞﾅ ｻｽｺｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
サスコス株式会社
（英 記：SUSCOS
）
世界の環境、健康に関連する社会課題を、「人にも地球にもやさしい」
製品を通じて解決することを目指します
家庭用健康、美容関連製品の開発、販売
自社 EC サイト、EC 専門サイト、自社直営店、一部店舗

☑ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
製造販売の
許可
(該当に☑)

律」（以下、「医薬品医療機器等法」）にもとづく許可を受けてい
る。

☑化粧品製造業許可
☑ 化粧品製造販売業許可
☑ 上記の許可を受けた事業者等に製造・販売を委託している。

企業 URL
応募担当者
氏名

htttp://www.suscos.co.jp
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾔﾅﾀﾞ ｻキｺ
山田 サキコ

部署・役職

コミュニケーション本部 本部長

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂〇-〇-○○

電話
03-○○○-○○○
Email sakiko@info.co.jp
※上記情報は、受賞された際にプレスリリース、展示販売などの手配のため関係各位

に共有する可能性があります。下記に☑がない場合、申請をお受けできません。
□企業情報の共有に同意する。
応募製品数
製品名１
製品名２
製品名３
製品名４
製品名５

個（5 個以上申請の場合は表の行を足してください）
サスティナブルマザークリーム
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選考に関連する申請事項
█

企業としての取組
選考基準を参照し、各項目に関して、実施されている取組みを具体的に記入してくださ
い。また、可能な限り裏付けになる資料を添付してください。
対応する取組がない項目は空欄のままで結構です。
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事業活動を通じて積極的に取り組んでいる社会課題解決は何か？
SDGs 該当項目および実績を記入
〇SDGs12.4（作る、買うの責任）
生産過程で関わっている工場での環境配慮はもちろん、商品がお客様の手に届いてから
使用後の化粧品容器を直営店で回収を行ってリサイクルをしている。
〇SDGs7（エネルギーをみんなにそしてクリーンに）
当社では、持続可能エネルギーを推進しており、できる限りの電力をクリーンエネルギ
ーでまかなっている。
〇SDGs13.4（気候変動に具体的な対策を）
当社では、気候変動の教育の一環として、ゴミ拾いや、環境イベントを月一程度で定期
的に行ったり、マイボトルを持参するように推薦している。
〇SDGs4.7 （質の高い教育をみんなに）
ココナッツオイルのほとんどの生産農家は家族経営を中心とした小規模経営。生産性が
低いうえ、資金調達やトレーニングの機会が限られており、仲介業者の搾取の対象をな
ることが多い。そこで持続可能な開発を促進するために必要な知識および技能を習得で
きるようにするため、地元の農業組合を通じ、フィリピン 3,000 農家に対し Good
Agricultural Practices（GAP）に関するトレーニングを実施。さらに、この農家の中
から約 800 農家を選抜し、国際 NGO の SAN のトレーニングを提供し、レインフォレ
スト・アライアンス認証を取得できるようにしている。
添付資料名：
② 従業員の労働に関して、責任ある事業活動を行っているか
（SDGs5：ジェンダー平等を実現しよう）
年齢や性別を問わず、多様な人材が活躍できる環境作りを推進。女性リーダーの積極登
用、アクティブシニアの再雇用など、すべての従業員が働きやすい環境作りに努めてい
る。また、「子育てサポート企業」として厚生労働省の認定を受けている。
添付資料名：
③ 組織として人権に関する方針の策定、研修の実施、雇用等の取組を行っているか
安全かつ健全な労働条件を提供する、人事における差別を禁止する、強制労働をさせな
いなど、企業組織として人権を尊重する方針を掲げている。遵守するため、部署横断で
「ダイバーシティ推進委員会」を設け、これらの方針についての研修会を定期的に実施
している。
添付資料名：
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エントリー製品に関しての概要
*当該ページ以降はエントリー製品毎に１セットずつ必要です。
必要な枚数コピーをしてご記入の上、ひとつのドキュメントとしてご提出ください。
（製品毎に複数のドキュメントデータにしないでください）
１．基本情報
ブランド名

ﾌﾘｶﾞﾅ サスコスﾗﾎﾞ
サスコスラボ

ブランド名英
語表記

SUSCOS labo

ブランドコン
セプト

「人にも地球にもやさしい」
すこやかな肌を保つものは、それ自体がすこやかな存在であるべきと
いう考えから生まれたブランドが「SUSCOS labo」。すこやかな存
在とは、地球に対してやさしいものであるということ。原料となる植
物が育つ環境、製造過程、製品がお客様に届くまでの流通過程など、
すべてにおいて地球にやさしいものをということがテーマです。

製品名

サスティナブルマザークリーム

製品名
英語表記

Sustainable mother cream

製品の種類

全身用クリーム

製品説明

製品開発スト
ーリー

主成分となる「エキストラバージンココナッツオイル」は有機栽培さ
れたココナッツから時間をかけて低温圧縮製法で抽出され、ココナッ
ツの持つ優れた成分がそのまま凝縮されたものです。
保湿作用、抗酸化作用の高いココナッツオイルをベースに、鎮静作用
の高い天然ハーブを配合した天然成分 100％のクリームは、大人の
肌の保湿から赤ちゃんの肌荒れなどにもおすすめです。
濃厚でありながら肌にスッとなじんでいく感触、しっとりした肌ざわ
りが長時間続く、使い続けるとなめらかな肌に導かれる、天然由来だ
からこそのやさしさが実感できます。
顔、デコルテはもちろん、肌荒れが気になるところ、パサつき気味な
毛先などにも使えます。
●合成成分無添加
着色料、合成香料、パラベン、アルコール、石油系界面活性剤無添加
●保湿効果を高める国産天然ハーブ配合
●抗酸化作用に優れた国産天然ハーブ配合
●鎮静効果に優れた国産ハーブ油配合
きっかけは、二人のママの会話。「子供には安心なものを使いたい」
「一番気になるのは乾燥」「できればママと子供で使えるといい」と
いう思いから、知人である SUSCOS スタッフに伝えたところから、
保湿をテーマとした製品作りが始まりました。
合成成分が入っていない、つまり天然 100％のクリームを作るに
は、まずは有機栽培をしている原料を探すことからスタート。主成分
となるオイルに選んだのは、フィリピンの有機エキストラバージンコ
コナッツオイル。これに組み合わせる植物や天然ハーブも国産の有機
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栽培にこだわり、全国の農家を訪ねました。
天然 100％にこだわったのは、「肌にやさしいだけでなく、子供た
ちの未来のためにも、地球にやさしいものを使いたい」というママの
声があったからです。農薬を使わず、土の力だけで育てられた植物は
香りもよく、研究機関で分析したところ、有効成分も濃厚であること
がわかりました。
こうして誕生した「サスティナブルマザークリーム」は、今、フィリ
ピンの生産者、国内の生産者と持続可能な開発目標（SDGs）を掲
げ、新たな一歩を踏み出しました。
フィリピンでは持続可能な開発を促進するために必要な知識および技
能を習得できるようにするため、フィリピン 3,000 農家に対し
Good Agricultural Practices（GAP）に関するトレーニングを実
施。さらに、この農家の中から約 800 農家を選抜し、国際 NGO の
SAN のトレーニングを提供し、レインフォレスト・アライアンス認
証を取得できるよう援助を始めました。
国内では耕作放棄地で有機栽培による自社農園を運営し、原料となる
植物の調達に苦労していた数種類のハーブの栽培も始めました。
製品の外観を示す画像(JPG)を添付して下さい。（複数枚可）
外装がある場合はその画像も添付してください。
受賞の際はプレスリリースやホームページなどに掲載する可能性があ
りますのでご了承ください。

製品画像

製品掲載ホー
ムページ

http://www.suscos.co.jp
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製品が以下の化粧品の表示に関する法規等を遵守していることを確認
のうえ、適合する事項に☑を入れてください。

表示に関する
事項

☑ 不当景品類及び不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号）第
31 条第 1 項の規定に基づく「化粧品の表示に関する公正競争規
約」

☑ 化粧品の全成分表示（平成 13 年 3 月 6 日付医薬審発第 163 号/
医薬監麻発第 220 号）
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２．全成分（配合目的 、天然/合成、原産地、由来・取得認証・栽培/製造方法（有機/自然栽培/減農薬/加工 など））

成分

配合目的

天然／合成

原産地

由来・取得認証・栽培/製造方法など

その他（選定ポ
リシー

配合率

など）
エキストラバージンココ

保湿

天然

フィリピン

ナッツオイル

有機 JAS・USDA オーガニック認証取得のエキス
トラバージンココナッツオイルを使用
トレーサビリティ、品質管理のため、農場ごとに独
自の番号を設けて品質を管理

大豆油

保湿、抗酸化作
用、血流促進

天然

日本

ホホバ種子油

保湿

天然

キャンデリラロウ

保湿

天然

メキシコ

カミツレ花エキス

保湿

天然

日本

トウキンセンカ花エキ

殺菌・抗炎症・

天然

オーストラリア

契約している有機農家の大豆から精製

オーストラリアで有機栽培されたホホバ原油を輸入
し、国内で精製したものを使用

有機栽培された国産ジャーマンカモミールのエキス
を使用

日本

抗酸化作用
ス

ラベンダー油

鎮静作用

天然

ニオイテンジクアオイ油

鎮静作用

天然

日本

日本

合計

*エントリー見本では配合率を記載しておりません
※1
※2

全成分の情報は、アワード関連の選考の目的にのみ使用し、その他の目的では使用いたしません。
5%未満の成分については配合率欄の記載を省略することも可とします（成分の記載は必要です）。

100％

※記載例※
成分

配合目的

天然／合成

原産地

由来・取得認証・栽培/製造方法など

ドクダミエキス
ベタイン
ステアリン酸グリセリル

頭皮環境を整える
保湿
界面活性剤（洗
浄）

天然
天然
植物合成

日本（宮崎）
フィンランド
不明

ドクダミ
砂糖大根／アミノ酸・エコサート
ヤシ油

そ の 他 （ 選 定 ポ リ シ ー な 配合率
ど）
泡立ちをよくするために少量配合

12％
8％
5％

３．エントリー製品選考基準に該当する取組
選考基準を参照し、各項目に関して、実施されている取組みを具体的に記入してくださ
い。また、可能な限り裏付け資料を添付してください。
対応する取組がない項目は空欄のままで結構です。
1 フェアトレードによって生産された原材料を使用しているか
主成分となるエキストラバージンココナッツオイルは各種認証を得たもの。フィリピン
の有機ココナッツを推進する農業組合が、約 3000 軒の農家と契約し、有機栽培によ
る生産を依頼して原料を確保している。
添付資料名：
2 未利用資源や、持続可能に管理された原料を使用しているか
国内産の成分原料は当社担当者が全国の有機農家を訪ね、土壌の管理から収穫まで、当
社の規定（農薬の不使用、生産体制、育成環境、周辺の環境保全など）が該当するかを
チェックしたうえで依頼している。
2018 年には山梨県の耕作放棄地に自社農園を作り、最初に有機栽培ができる土壌に改
良し、地元農家の方をスタッフに採用し、成分の原料となる植物の栽培を始めた。
添付資料名：
3 有害化学物質を使用していない、または適正にコントロールしているか
全製品において、シリコン、パラベン、合成香料、合成着色料、鉱物油、動物性原料、
紫外線吸収剤を使用していない。また、製品に関しての動物実験も一切行っていない。
添付資料名：
4 コスメの容器包装について、軽量化や薄肉化、または環境負荷が小さい素材を使っ
ているか。
現時点ではジャータイプのプラスティック容器だが、リニューアル予定。脱プラスチッ
クを目指し、社内、社外でチームを作り、研究開発中。リサイクル素材や環境負荷の少
ない素材を使うなど、「地球にやさしい」素材を採用し、2021 年上期をメドに変更。
添付資料名：
5 包装、パンフレット、ウェブサイトなどに商品の持続可能性に関する情報を掲載し
ているか
製品パッケージに有機 JAS、USDA オーガニック認証取得のマークを表記。自社ウェ
ブサイトでもマークを掲載し、詳細情報を開示し、消費者を啓蒙している。
添付資料名：
6 マイクロプラスチックビーズを使用していないか。
また万が一、洗い落としたコスメが直接海洋や河川に流出した場合を想定し、水生生
物に対するリスクが低く生分解性に優れた原料を使用しているか
本製品にマイクロビー時は不使用。同社他ブランドのマイクロプラスチックビーズを使
用している製品を順次、代替成分を使用したものに変更している。2021 年上期には、
全製品、セルロースなど天然由来の代替材料を使用したものへの変更を完了する予定。
添付資料名：
7 持続可能性に配慮して生産された原料を使用しているか
原料の生産を依頼している有機農家はすべて「有機 JAS」の認証を取得。

添付資料名：
8 その他、製品そのものに関わらず物流、販売、消費、廃棄の各フェーズにおいて持
続可能な取組みを行っているか
対応する SDGs の目標およびターゲット［7、13、12
容器をリサイクル素材で軽量なものに変更することで、メール便での配送を可能に。
自社農場に隣接する作業場、事務所での電力は自然エネルギー100％由来の電気を使用
している。
2018 年より、直営店での使用済み容器回収を開始。2021 年 4 月より、同社他ブラ
ンドの一部商品の量り売りの実施を開始予定。
添付資料名：
9 取得している認証があればご記入ください
有機 JAS、USDA オーガニック認証

※ SDGs の目標およびターゲットは以下で確認できます
「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」外務省仮訳
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf

※ 画像データおよび添付書類は jpg もしくは pdf にてご準備ください。全資料のデータが
2M を超える場合、メール添付では受け付けられませんのでご注意ください。
※ ドキュメントファイルの保存名は事務局作業の混乱を防ぐため、
送信日(mmdd)_企業名_エントリー数 のようにしてください。
例）1014_theorganic_3.pdf

