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「2021 年度サスティナブルコスメアワード」 

エントリーシート（製品編） 

 
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。 

 

１．基本情報 

ブランド名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

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 

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のがこのブランドです。「人にも地球にもやさ

しく」をテーマに、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とい

うことを基本にしています。 

  

 

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

る事項に〇を入れてください。 

 

!〇" 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」 

 

!〇"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） 

 

製品名 サスティナブルマザークリーム 

製品名 

英字表記 
Sustainable mother cream 

製品の種類 全身用クリーム 

製品を表すキ

ーワード 

(5 個) 

・合成成分無添加、天然成分 100％ 

・主成分はフィリピンで有機栽培されたエキストラバージンココナッ

ツオイルをフェアトレードで輸入したもの。 

・その他は国内で有機栽培されたハーブなど 

・容器も生分解性プラスチックを採用 

・大人から赤ちゃんまで使える 
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製品の特徴 

(200 字程度) 

保湿作用、抗酸化作用が高いと言われるココナッツオイルのなかで

も、特にその作用が高いと言われているエキストラバージンココナッ

ツオイルを主成分としている。更に、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し、ココナッツオイルの持つ優

れた成分がそのまま凝縮された状態で配合している。鎮静作用の高い

天然ハーブ、その他の成分も有機栽培されたものを採用した天然

100％の肌にやさしいクリームである。 

製品開発スト

ーリー 

小さな子供を持つママでもあるスタッフ二人の、「子供に安心なもの

を使いたい」「家族で使えるといい」という会話から、保湿をテーマ

にした商品の開発がスタート。 

天然 100％のクリームを作るには、主成分を何にするかという調

査・研究の結果、ココナッツオイルに決定する。「安心なもの」とい

う視点で見つけたのが、フィリピンで有機栽培されているエキストラ

バージンココナッツオイルである。 

その他の成分は、国内の有機栽培農家さんを回り、こちらも「安心な

もの」という視点で選択。 

「肌にいい、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」ということを基本に探した結果、農薬を使わ

ず、土の力だけで育てられた植物は肌なじみもよく、香りも高く、研

究機関で分析したところ、肌への有効成分も濃厚であるという結果も

出た。 

製品画像 

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。 

 

製品画像ファイル名： 

製品掲載ホー

ムページ 
http://suscos.co.jp 
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エントリー製品に関しての持続可能な取り組み 

 

!"#$%&'()*+,- 
1 持続可能性に配慮して生産された原料を使用していますか 

詳しくは「企業としての取り組み」を参照。 

主成分となるエキストラバージンココナッツオイルはフィリピンの有機ココナッツ栽培

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、この

ルートで原料を確保している。 

国内産の原料は当社担当者が必要とするものを有機栽培している全国の農家を訪ね、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）に該当するかをチェックしたうえで、生産を依頼している。 

今後の商品開発などを考え、山梨県の耕作放棄地に自社農園を作り、現在は有機栽培が

できる土壌に改良している。将来的には地元農家の方をスタッフとして雇用し、地元と

の連携も視野に入れている。 

 
添付資料名： 

※ホームページなどで公開している場合は、URL を記載してください。 

2 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ますか 

全製品においてシリコン、パラベン、合成香料、鉱物油、動物性原料、紫外線吸収使用 

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： 

※ホームページなどで公開している場合は、URLを記載してください。 

 
 
./&01*+,- 
3 容器・包装は、軽量化や薄肉化、または環境負荷が小さい素材を採用していますか 

2021 年４月より、クリームの容器をプラスチックから生分解性プラスチックに変更。

バイオマス（生物資源）を原料としたプラスチック容器は、年内に、他のブランドの商

品にも採用していく予定。 

使用説明書、紙の箱などはリサイクル素材を採用している。リサイクルされることを考

え、印刷インクも生分解されやすい大豆インクを使用。 

こうした取り組みを消費者に知ってもらうために、製品の箱などに有機JAS、USDA

オーガニック認証取得のマークを入れている。 

 
添付資料名： 

※ホームページなどで公開している場合は、URL を記載してください。 

 

 
 

23*+,- 

4 製品そのものに関わらず製造の段階において持続可能な取り組みを行っていますか 

社の工場、作業所、オフィスの電力は自然エネルギー100％由来の電力を使用。 

現在、製造過程での水の使用に関して、最小限にするための社内プロジェクトを立ち上

げ、設備等の見直しを進めている。 

 
添付資料名： 

※ホームページなどで公開している場合は、URL を記載してください。 
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45&67*+,- 

5 製品そのものに関わらず物流・販売の段階において持続可能な取り組みを行ってい

ますか  
EC サイトで購入されたお客様への商品お届けは、リサイクル素材で梱包して発送。 

まだ生分解性プラスチックを採用していないブランドの容器は、直営店で回収し、会員

にはポイントを付与している。 

 
添付資料名： 

※ホームページなどで公開している場合は、URL を記載してください。 

 

 
89*+,- 
6 製品そのものに関わらず廃棄の段階において持続可能な取り組みを行っていますか 
2020 年度末に、使用期限が残り 3 か月未満の商品を EC サイト、直営店会員向けに特

別価格での販売を案内したところ、予定数量を完売。これまで、在庫はただ廃棄するし

かなかったので、こうしたサービスを行うことで、廃棄を防ぐことができた。 
 

添付資料名： 

※ホームページなどで公開している場合は、URL を記載してください。 

 
 

 

・その他 

 

７ 取得している認証があればご記入ください (オーガニック認証など) 

有機JAS 認証、USDAオーガニック認証 

 

 

 

※ 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 
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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（選定ポリシーなど） 配合率※2 

エキストラバージンココ

ナッツオイル 

保湿 天然 フィリピン 有機 JAS、USDA オーガニック認証取得のものを採用。 

トレーサビリティ、品質管理のため、農場ごとに独自の番

号を設けて管理 

  

大豆油 保湿、抗酸化作

用、血流促進 

天然 日本 契約している有機農家の大豆から精製   

ホホバ種子油 保湿 天然 オーストラリア 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 

  

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 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   

トウキンセンカ花エキス 殺菌、抗炎症、

抗酸化作用 

天然 日本    

ラベンダー油 鎮静作用 天然 日本    

ニオイテンジクアオイ油 鎮静作用 天然 日本    

合計 100％ 

★エントリーシート見本では配合率を記載しておりません。 

 

※1 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。 

※2 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）。 

 

 
 
※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 

その他（選定ポリ

シーなど） 

配 合

率 
ドクダミエキス 頭 皮 環 境 を

整える 

天然 日 本 （ 宮

崎） 

ドクダミ  12％ 

ベタイン 保湿 天然 フ ィ ン ラ ン

ド 

砂糖大根／アミノ酸・エコサート  8％ 

ステアリン酸グ

リセリル 

界 面 活 性 剤

（洗浄） 

植物合成 不明 ヤシ油 泡立ちをよくするために

少量配合 

5％ 

 
 
 

 


