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埼玉県の「産・学・官」連携で誕生＊1 した
ハラル認証＊2 化粧品「Ｍelati（メラティ）
」
2016 年 8 月 19 日より発売開始

左から

メイクアップリムーバー（120mL/2,800 円税別）
ホワイトジェル（100mL/3,800 円税別）
UV ケアクリーム（30mL/3,400 円税別）
＊「ハラルマーク」は、容器・化粧箱とも裏面に貼付されています。

ハラル認証化粧品「Melati＊3（メラティ）
」の総販売元となる株式会社グレー
ト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松眞智子）は、埼玉県の「産・
学・官」連携のもと石田香粧株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：
石田尚志）が製造したハラル認証化粧品「Melati（メラティ）」3 種（メイクア
ップリムーバー、ホワイトジェル、UV ケアクリーム）を 8 月 19 日（金）より
発売いたします。
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「Melati」は、イスラム教で禁止されている豚由来成分やアルコールを一切排
除した処方で作られた自然派化粧品です。埼玉県が定めた「ハラール化粧品ＧＭＰ
〈Good Manufacturing Practice〉リファレンス」を参考に、成分だけでなく成分の

製造工程までも厳しくチェックして製品化。2016 年 7 月 21 日に宗教法人 日本
イスラーム文化センターよりハラル認証を取得し、埼玉県の「ハラール化粧品原材
料等研究開発コンソーシアム」発のハラル認証化粧品となりました。

「Melati」の開発では、「ムスリムは、1 日 5 回の礼拝時にメイクを落とす、
メイク前にはスキンケアが必要、日焼け予防に対する意識が高い（ヒジャブでお
おわれていない部分）」ことから、メイクアップ落としと化粧水を合わせた「メ
イクアップリムーバー」、化粧水・乳液・美容液の 3 機能をもつオールインワン
ジェルクリーム「ホワイトジェル」、日焼け止め用クリーム「UV ケアクリーム」
の 3 アイテムに決定。処方の検討等を含め、2 年以上かけて完成させました。
発売開始後は、
“MADE IN JAPAN”ブランドのハラル認証化粧品として、訪
日観光客が多く足を運ぶドラッグストアやホテルのアメニティなど国内市場を
中心に、ムスリムが多い東南アジアや中東諸国などへの販路拡大を目指してい
く予定です。
＊1 2014 年に埼玉県保健医療部薬務課、城西大学薬学部、埼玉県化粧品工業会によ
る、ハラル化粧品の開発等の支援を目的とした「ハラール化粧品原材料等研究開
発コンソーシアム」を設置。石田香粧（株）がハラル認証に適合した化粧品を製
造し、2016 年 7 月 21 日、宗教法人 日本イスラーム文化センターより「ハラル
認証」を取得しました。これにより、埼玉県が推進する「産・学・官」連携によ
るハラル認証化粧品が誕生しました。
＊2 国際機関 World Halal Council のメンバーで、2008 年よりアラ
ブ首長国連邦ハラル認証機関をはじめ様々な国の認証機関に認
められた日本の認証機関・宗教法人 日本イスラーム文化センタ
ーによる認証。
（宗）日本イスラーム文化センター http://www.islam.or.jp
＊3 インドネシア語でジャスミンの意。白く可憐で、薫り高いこの花のように、ムス
リムの人々に愛される化粧品になることを願って命名。
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■「Melati」のラインナップ

※ハラル認証マークは容器・化粧箱とも裏面に貼付されています。

メイクアップリムーバー

ホワイトジェル

UV ケアクリーム

120mL／2,800 円（税別）

100mL／3,800 円（税別）

30mL／3,400 円（税別）

化粧水でメイクを落と
す、肌にやさしいリムー
バー。油分でメイクを浮
かせ、とろみのある化粧
水でふき取ってメイク
などの汚れを落としま
す。活性剤フリー。

化粧水、乳液、美容液の
3 アイテムのお手入れ
が 1 本でできる、ジェル
クリーム。たっぷりの油
分を、たっぷりの水分を
含んだジェルでくるん
でいます。さらっとした
使用感となっています。

ジェルタイプでべたつ
かない、低刺激処方の日
焼け止めです。カプセル
構造の紫外線吸収剤を
使用していますので、吸
収剤が肌に直接触れる
ことなく紫外線をカッ
トします。

成分表示： 水、スクワラン、グ
リセリン、
（アクリル酸ヒドロキ
シエチル／アクリロイルジメチ
ルタウリン Na）
コポリマー、BG、
ヒアルロン酸 Na、水溶性コラー
ゲン、サトザクラ花エキス、シャ
クヤク根エキス、ノイバラ果実
エキス、シソ葉エキス、ハトムギ
種子エキス、ハマメリス葉エキ
ス、アスコルビン酸、ジメチルシ
リル化シリカ、デキストリン、リ
ンゴ酸、
クエン酸、
クエン酸 Na、
ポリソルベート 60、フェノキシ
エタノール、香料

成分表示： 水、メトキシケイヒ
酸エチルヘキシル、DPG、
（アクリ
ル酸ヒドロキシエチル／アクリ
ロイルジメチルタウリン Na）コ
ポリマー、グリセリン、スクワラ
ン、ｔ－ブチルメトキシジベン
ゾイルメタン、BG、ベタイン、ヒ
アルロン酸 Na、水溶性コラーゲ
ン、サトザクラ花エキス、シャク
ヤク根エキス、シソ葉エキス、ハ
トムギ種子エキス、アスコルビ
ン酸、
（ビニルジメチコン／メチ
コンシルセスキオキサン）クロ
スポリマー、リンゴ酸、クエン
酸、
クエン酸 Na、
デキストリン、
ポリシリコーン－14 、ポリソル
ベート 60、フェノキシエタノー
ル、香料

成分表示： 水、グリセリン、水
添ポリイソブテン、BG、ヒアルロ
ン酸 Na、水溶性コラーゲン、サ
トザクラ花エキス、ハトムギ種
子エキス、ハマメリス葉エキス、
アスコルビン酸、リンゴ酸、クエ
ン酸、クエン酸 Na、水酸化 K、
デキストリン、カルボマー、フェ
ノキシエタノール
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◇ご参考情報◇
●ハラルとは 「合法的なもの」
「許されたもの」を意味するアラビア語。イスラム圏の人々
（ムスリム）にとって提供される製品・サービスがハラルであるか否かは非常に重要な意味
を持ちます。
ハラル対応では、豚やアルコールなどイスラム法で禁忌とされている原材料や成分を使用
してはいけないことに加え、製造装置や保存、流通過程においても、ハラルでない物質を使
用したり、接したりしてはならないことが求められています。
●ハラル認証とは 対象となる製品・サービスに対して認証機関が審査を行い、それらがイ
スラム法にのっとって生産・提供されたものであることを証明する制度です。ハラル認証を
取得した製品は、
「ハラルマーク」と呼ばれるロゴを製品に貼付することができます。

◇会社概要◇
株式会社グレート
設立 2012 年（平成 24 年）5 月 17 日
代表取締役 村松眞智子
資本金 1,000 万円
本社
〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-14-1
TEL 03-3265-6636
FAX 03-6272-4123
E-mail info@greato.co.jp
URL http://greato.co.jp
事業内容 加工食品、清涼飲料、果実飲
料、調味料等、食品の企画、開発、販売。
化粧品、入浴剤、洗顔料、整髪料等美容用
品の企画、開発、販売。健康補助食品、特
定保健用食品、栄養機能食品等の企画、開
発、販売。医療・介護用品の企画、開発、
販売。日用品およびペット用品の企画、開
発、販売

石田香粧株式会社
創業 大正 4 年（1915 年）
設立 昭和 25 年（1950 年）12 月 25 日
代表取締役 石田尚志
資本金 1,200 万円
事業内容 一般化粧品、医薬部外品の製
造・販売 並びに受託製造
本社
〒110-0004 東京都台東区下谷 3-12-1
TEL 03-3871-1181（代表）
FAX 03-3875-1180
E-mail info@ishidakosho.co.jp
URL http://www.ishidakosho.co.jp
戸田工場
〒335-0015 埼玉県戸田市川岸 2-1
TEL 048-443-3536（代表）
FAX 048-443-3538
蕨工場
〒335-0001 埼玉県蕨市北町 5-11-3

＝本件に関するお問い合わせ先＝
ハラール認証化粧品「Melati」総販売元 株式会社グレート

担当 村松・一瀬
〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-14-1
TEL 03-5215-0177 FAX 03-6272-4123
E-mail halal@greato.co.jp
URL
http://greato.co.jp
「Melati」のご案内・お問い合わせページ http://greato.co.jp/melati/
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