
ゴウンバル

(株)ウェルビーイングヘルスファーム



製品紹介

❑ 製品開発の背景及び動向
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高齢化時代への突
入

健康に対する関心の
高まり

足は第二の心臓

足の健康の認識改
善

フットケア製品の

販売量増加

フットクリーム

所要増加予想



製品紹介

❑ 製品の特徴
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自社製品は溶剤に波動共鳴原理を利用した

ナノ波動水を使用し、乳化工程の中で高速/

高圧処理を行うことにより粒子を極めて小さく

均一に分布しているため、使用感が柔らか

く、肌への吸収にも優れています。 べたつか

ずに肌の奥深くまで素早く浸透し、荒れた肌

に弾力を与えてしっとりとした健康な肌へと

導きます。

特
長

▶ 差別化された乳化工程システムの構築
▶最適な尿素処方の割合を保有(水分保持と角質軟化作用を同時に満たす)



❑ 既存技術との比較
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区分 当社技術の優位性 既存技術

使用原料
▶ 特許を取得した組成物を処方

(発明名称 : 馬齒莧を含むフットクリーム化粧品
組成物)

人工的な原料や吸収率が低い原料
を使用しているため、保湿 ·使用感
がよくない。

処方比率
最適の尿素黄金比率保有

(水分保持と角質軟化作用を同時に満たす )

尿素を処方して製品化しても水分保
持と角質軟化を同時に解決すること
が困難

製造工程

▶差別化された乳化工程システムを構築し、優れ
た製品の生産が可能

(*皮膚透過度を高めるため、粒子を小さくする高
圧乳化工程を経て試料を製作する )
▶ 高速・高圧油化処理 (3,000~4,000rpm)

一般的な乳化工程は粒子が均一で
なく大きいため、肌の吸収力が落ち
る。

製品紹介



製品紹介

❑ 技術適用製品
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名品ゴウンバル
(意味:麗しい足)

WHB ゴウンバル WHB ホット関節愛
3WB アンチラニン 

ホワイトニング ·クリーム

▶エミューオイルと尿素配合で優れた保湿力を維持
▶乾燥しやすくなった硬い角質を柔らかくしっとりと保
つ.
▶ 特許 [第 10-1777280号]
     (馬齒莧を含むフットクリーム化粧品組成物 )

メントールとメチルサリ
チレート, エミューオイ
ル, バニリルブチルエー
テルを配合し、固まった
部位の疲れを取る

▶ ホワイトスピキュール  成
分が角質をなくして肉芽を
生成
▶シミ·ソバカス改善
▶ 皮膚着色改善
▶ 肌トーンアップ・美白機能
UP
▶ シワ改善 Up



市場現況及び展望

❑ 日本市場の現況と展望
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日本のインスタグラム 4travel ヤフージャパン Qoo10



権利獲得現況

❑ 韓国及び海外出願、登録現況

番号 出願状態 特許番号 出願日 特許名

1 登録 第 10-0700364号 05年 02月 02日 角質防止機能を持つ靴下及び製法

2 登録 第 10-1094446号 09年 11月 19日
タンパク質キナーゼ阻害活性を持つ  2,4,7-

置換されたチエノ  [3,2-d] 
ピリミジン化合物

3 登録 第 10-1777280号 15年 10月 08日 馬齒莧を含むフットクリーム化粧品組成物

4 登録 第 10-1205897号 20年 04月 19日
複合金属酸化物担体に含まれた貴金属触
媒及びこれを利用した 1,2-プロパンジオール

の製造方法
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権利獲得現況

❑ 保有技術の現況
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ノウハウ

○ 発明名称 : 発明名称:複合金属酸化物担体に含まれた貴金属触媒及びこれを
利用した1,2-プロパンジオールの製造方法

- 1,2-プロパンジオールの効能 :乳化安定剤、粘度調節剤、皮膚保湿剤 (広がり性、優れた

吸収力)、防腐剤

- 保有ノウハウ  : 少量でも防腐効果が優秀で、肌のトラブルが少ない 1、2-プロパンジオー

ルを生産

保有
技術
現況

○ 発明名称 :タンパク質キナーゼ阻害活性を持つ 2,4,7-置換されたチエノ [3,2-d] 
ピリミジン化合物

- 化合物の効能 :しわ改善効果に優れている

- ペプチドを1、2次合成後、製品に適用 (例:アイクリーム、エッセンス )



 トコフェロールとグレープシードオイル , 高級脂肪酸が配

合され、ざらざらして硬い角質を柔らかく、しっとりと

します。

WHB ゴウンバルチューブ 
(120g)

( 日本語の意味 : 麗しい足)
 保湿力に優れた蓮の花、トウキ、桑白皮エキスが配合さ

れ、荒れた手と爪にたっぷりの栄養を供給し、健康で美しい

手に仕上げます。  また、テカリやベタつかず素早く吸収さ

れ、長時間しっとり感が持続します。

3WB ゴウンソン(50g)
( 日本語の意味 :麗しい手)

権利獲得現況

❑ 保有技術の現況



権利獲得現況

❑ 保有技術の現況

 高濃度のヒアルロン酸とシアバター、アラントインの配合でお

肌の奥深くまで水分を供給し、お肌のリズムに合わせて敏感肌

はもちろん、脂性肌も安心してお使いいただけます。EGF、コ

レステロールのシナジー効果でお肌の根本を覚醒させ.、弾力と

保湿を集中的にケアし、乾燥したお肌に使用するとより効果が

高い高保湿うるおいクリームです。

3WBキレイな顔うるおいクリーム (90ml)

 高濃度のヒアルロン酸とシアバターがお肌の奥までしっとりと水分を

与え、ナイアシンアミドがメラニン色素の移動を抑制して表皮に沈着

する量を減らし、お肌の美白に優れた効果があり、お肌に刺激が少な

いため、お肌のタイプに関係なく誰でもお使いいただける高保湿美白

クリームです。

3WBうるおいクリーム(美白機能性) (50g)



4. 権利獲得現況

❑ 保有技術の現況

 天然由来成分であるヒアルロン酸とベタイン、ツボクサエキ

スなどをたっぷり配合、肌の老廃物をきれいに洗い落として

洗顔後、肌がつっぱらず柔らかくてしっとりとした肌に仕上げ

るマイルドなクレンジング製品です。

3WB 肌にやさしい
クレンジングフォーム 

(100g)
古い角質を整理し、肌のターンオーバー作用を促進させて

肌の角質を効果的にケアしてくれる製品です。  低刺激性で

角質が天然セルローズ成分に吸着 ·除去され、ピーリング効

果が目で直接見られる製品です。  米ぬかエキスで透明感の

あるきれいなお肌に仕上げます。

3WB ゴウン顔(美顔)
米ぬか ピーリングジェル 

(90ml)



権利獲得現況

❑保有技術の現況

 優れた紫外線カット効果(SPF50PA+++)でUVA、UVB、

有害光線を防ぎ、レジャ ーや野外活動で強烈な太陽から

肌を守ります。汗や水で落ちにくくメ ーキャップベース

効果を与えるサンクリームです。 植物幹細胞エキスと

カタツムリエキスなどを配 合し、お肌のハリと 栄 養 補

給、保湿作用に優れた効果を持つ紫外線カット機能性化

粧品です。

3WB スーパーUVサンブロック (50ml)
古い肌の老化と紫外線によってできたシミ、そばかす、しわ、間

違った習慣によってできた黒ひざ、肘部分を有効成分であるホワ

イトスピキュールがお肌に刺激を与え、グルタチオン、トラネザミン

酸、-α-ビサボロールがメラニン色素合成を抑制し、 シミ.・そばかす

・着色改善の緩和に役立ちます。  また、ナイアシンアミドとアデノ

シンの配合により、美白としわの改善に効果的な二重機能性化粧

品です。

3WB アンチメラニン
ホワイトニングクリーム (50ml)



権利獲得現況

❑ 保有技術の現況

 関節愛は、メントールとメチルサリシレート、エミューオイ

ルが含まれており、日常生活や各種レジャーなどに疲れ

た部分に塗ると痛みが緩和されます。

関節愛(桶) (100g)
 関節愛(チューブ)は、メントールとメチルサリシレート、エ

ミューオイル、バニリルブチルエーテルが含まれており、

日常生活や各種レジャーなどで疲れた部分に温熱感を

与え、凝った首、肩、腕、膝、足をすっきりほぐすマッ

サージクリームです。

関節愛(チューブ) (120g)


