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私たちアイビー化粧品は、１９７７年１０月に創立されました。創業者白銀あきら

の一人でも多くの人に豊かで幸福になって欲しいという想いのもと、「愛と美と

豊かさの実践と追求」を企業理念にかかげ、いきいきと美しく生き、自己の

成長と、幸福の輪を広げる為に、美と美の限りなき追求をしながらアイビーの

輪を広げてまいりました。

そして今、「ワンダ・フル・ライフ＝美しい生き方」の提案を使命とし世界

に発信できる企業づくりを目指し取り組んでいます。

これからも、私たちは、常に未来志向で、新しい価値の創造に挑戦し、一人

でも多くのお客様に、一日も早く、今まで以上の美しさをお届けできるよう

努めてまいります。

IVY Cosmetics was founded in October 1977. Conceived based on 
founder Akira Shirogane’s aspiration for more people to enjoy 
fulfillment and happiness, IVY operates based on a corporate 
philosophy of “practice and pursuit of love, beauty, and richness.” 
Living with beauty and vitality, and aiming to achieve personal 
growth and shared happiness, we have engaged in the ceaseless 
pursuit of beauty to promote the IVY ideal.
Today, we pursue a mission that advocates a “Wonderful Life = 
Beautiful way of life,” as we strive to create a company that can 
market itself to the world. 
Going forward, we will continue to take on challenges to create new 
value, and will strive to help more customers achieve new heights of 
beauty with even greater speed. 

Message from the President

代表取締役社長
白銀 浩二

Koji Shirogane

Representative
director president

しあわせ

しあわせ
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We will maintain management transparency, 
solidity, and mobility, match our philosophy and 
strategy with action through corporate behavior 
that is rooted in our philosophy, mission, and the 
IVY Oath, and strive to create a company that all 
stakeholders trust and enjoy through the active 
release of information. 

Corporate Philosophy

当社は、経営の透明性、健全性、機動性を確保し、

「理念」「使命」「アイビーの誓い」を原点とした企業

活動を行うことにより、理念と戦略と行動を一致させ、

積極的な情報開示を行うことにより、全てのステーク

ホルダーから信頼、満足される企業の実現に努めます。

「愛と美と豊かさの実践と追求」

Practice and pursuit of Love, Beauty, and Richness

理 念 Corporate Philosophy

「ワンダ・フル・ライフ＝美しい生き方」の提案

Wonder f u l  L i f e  =  Beau t i f u l  Way  o f  l i f e

一、 アイビー化粧品は、美と美の限りなき追求をします。

一、 アイビー化粧品は、自信と誇りをもった製品をとどけます。

一、 アイビー化粧品は、心を豊かにし、幸福の輪を広げます。

一、 アイビー化粧品は、地域社会への奉仕と還元につくします。

使 命 Mission

アイビーの誓い The IVY Oath

しあわせ

IVY Cosmetics will continue its ceaseless pursuit of inner 
and outer beauty.

IVY Cosmetics will deliver products that embody our 
confidence and pride.

IVY Cosmetics will offer fulfillment and promote happiness.

IVY Cosmetics will serve and benefit its local communities.
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「美しい理想的な素肌は、肌本来の生理に基づいた

健康的な肌にある」。アイビー化粧品は創業以来、

この考え方に立ち、自然でノーマルな肌を保ち続ける

「ノーマライジング」を提唱し、スキンケアを中心とした

化粧品の製造・販売を行っています。肌に直接触れる

ものだからこそ安全に末永く使っていただきたい。そん

な私たちのこだわりで、国際基準の「ＩＳＯ９００１」を取得

し、徹底した品質管理のもと、開発研究所、美里工場の

社員は日々努力をしています。

“Ideal, beautiful skin comes from healthy skin, based 
on its natural physiology.” IVY Cosmetics has stood 
for this notion since its founding and has advocated 
“normalizing” ‒ by which we mean maintaining natural
and normal skin ‒ in manufacturing and distributing 
cosmetics centered on skin care. We want whatever goes 
on your skin to be safe and to be something you use for a 
long time. This concept led us to acquire the international 
ISO 9001 standard, which guides our employees at our 
Research & Development unit and Misato Plant in their 
daily commitment to strict quality control.
 

一人ひとりの異なる肌の質やコンディション。

そんな微妙な女性の肌を健やかで美しく、理想的な普通肌を

実現し保ち続けるという考えがノーマライジングです。

5年先、10年先の健やかな若々しさと真の美しさのために、

いつまでもみずみずしさを保ちたいと願うすべての女性へ。

永遠の美のテーマ「ノーマライジング」を実現するために

肌に影響をもつ4つの生体リズムに着目した美容理論が

リズム・フル ビューティです。

「体」「肌」「心」などにあらわれる症状の背景にあるのが、

生体リズムの乱れなのです。

生体リズム

製品 お手入れ方法

生体リズムと肌の状態に合わせた
製品とお手入れ方法

○日のリズム
サーカディアンリズム（体内
時計）に代表される1日の
リズム

○年のリズム
気温、湿度、日照時間等の
変化による季節（春夏秋冬）
のリズム

○累積年のリズム
日、月、年のリズムの積み
重ねによる累積年のリズム

○月のリズム
肌のターンオーバー周期、
月経周期に代表される月の
リズム

Beauty  Theory

永遠の美のテーマ
ノーマライジング

※理想的な美しい肌とは水分と油分のバランスが整いその年齢で最高に美しく健康的な肌。

美容理論
リズム・フル ビューティ

4つの生体リズムはそれぞれに影響しあい肌の状態に大きく
関係します。ホルモン分泌や外部環境の変化に伴い肌の
水分量、皮脂量、皮膚温、肌機能も変化しています。

Each and everyone’s skin has a different quality and is in a different 

condition. In order to retain the health, beauty and natural radiance 

of women’s skin, each with its own subtleties, “normalizing” was born 

as a basis for creating beautiful skin by focusing on its tissue 

components. We must be careful today, in preparation of what is to 

come in five years, or ten years. This is for all women who want to 

stay fresh and youthful forever. 

The eternal theme for beauty is “normalizing”.

In order to achieve the eternal beauty theme of “normalizing”, 

our beauty theory focuses on the four biological rhythms and 

is called “Rhythm Full Beauty”.  The irregularity of these 

biological rhythms is an underlying cause of the symptoms 

that appear in the body, the skin, and the soul.

Biological rhythms

IVY skin care product Proper methods of care

Skin care products and methods of care, personalized
for the biological rhythms and the skin’s condition

○Daily Rhythm

This one-day rhythm is 
represented by the 
circadian rhythm 
(internal clock).

○Yearly Rhythm

This seasonal (spring, 
summer, autumn, 
winter) rhythm is based 
on changes in 
temperature, humidity, 
and daylight hours.

○The rhythm of
cumulative aging

This is a rhythm of the 
accumulation of daily, 
monthly, and yearly 
rhythms.

○Monthly Rhythm

The monthly rhythm is 
represented by the 
menstrual period and 
skin’s turnover period.

The eternal beauty theme

Normaliz ing

Beauty Theory

Rhythm Full  Beauty
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うるおいのスペシャルケア。
乾燥から肌を守り、
ハリとうるおいを。
Moisturizing special care.
Protecting from dryness to
bring out firm and moist skin. 

いきいきと輝くお肌のために。アイビー化粧品があなたへ贈る
素的な贈り物「リンクル ローション」。肌の弾力・キメにこだわり、
「サクシニルアテロコラーゲン」や「ヒアルロン酸Na」などの
保湿成分を配合。年齢を積み重ねた肌や乾燥が気になる
肌など、お肌を優しく包み、健やかな状態を保ちます。

私たちは、アイビー化粧品にかかわるすべての
方に、「ワンダ・フル・ライフ＝美しい生き方」を
実現していただくために、「製品」「教育システム」
「販売システム」という充実した3つの価値を
ご提供しています。

For skin that glows with vitality, IVY Cosmetics has a lovely 
present for you － WRINKLE LOTION. Focusing on skin 
resilience and smooth texture, its moisturizing ingredients 
include succinyl atelocollagen and hyaluronic acid. For skin 
that has accumulated signs of age, or is exposed to 
ultraviolet rays and dryness, WRINKLE LOTION gently 
wraps the skin to retain a healthy condition.

We off er three values ‒ Product, Training 

System and Sales System ‒ to everyone involved 

in IVY Cosmetics, to assist them in achieving 

our vision of a “Wonderful Life = Beautiful way 

of life.”

Main Products

 

「リンクル ローション」
「WRINKLE LOTION」

「アティール グレイス」
「Ateur  Grace」

華麗な人生にふさわしい
上質な肌を追求します。
Pursuing “high quality” skin,
fitting for a beautiful life.

ふっくらと心地よく満たされるようなハリと弾力感、そして、すいつく
ようになめらかな肌質感。アティール グレイスは、アイビー化粧品
独自の美容理論「リズム・フル ビューティ」に基づき「累積年
のリズム」の中でも年齢のサインを感じはじめる「変調期」
に着目したスキンケアシリーズです。
心まで満たされるようなリッチな使用感とDDS*概念を応用した
サイエンスで、華麗な人生にふさわしい上質な肌を実感してください。

With a feeling of resilience and firmness that is also 
abundant and comfortable, skin will be smooth and moist. 
Based on IVY Cosmetics’ unique beauty theory of "Rhythm 
Full Beauty", Ateur Grace is a skin care series that focuses 
on the "irregular phase" within the "accumulated age 
rhythms", in which people begin to feel the signs of aging. 
With a rich sense that gratifies your soul, along with a 
science employing the DDS* concept, you will experience 
"high quality" skin that is fitting for a beautiful life.

＊DDS（ドラッグデリバリーシステム）とは
医薬品分野において、副作用をおさえ、必要な薬剤を必要な部位へ必要な量、作用させる技

術。薬剤を膜などで包みこむことにより、途中で吸収・分解されることなく目標とする患部に到

達させ、患部で薬剤を放出して治癒効果を高める手法など。

In the field of medical products, this is a technology that acts by using the necessary amount 
in the necessary areas while suppressing side effects. By enveloping the medicinal agent in a 
thin film or membrane, it reaches the affected area without being absorbed or disintegrated 
along the way. This method boosts treatment as the medicine is released at the affected area.

＊DDS (Drug Delivery System)
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アイビー化粧品では、全国にある販売会社と販売契約

を結んでいます。当社と販売会社との間には、資本関係

及び人的関係はありませんが、理念と製品により強く

結びついています。

IVY Cosmetics has established distribution contracts 
with sales companies across the nation. Although we 
have no capital or human partnership with our sales 
companies, we enjoy strong ties that are formed 
through our philosophy and products. 

The system enables individuals to acquire the skills 
they need for their positions, and offers practical 
programs on the knowledge and technology associated 
with our philosophy and with beauty. 
We also focus on training, reflecting our wish that 
more people attain beauty and fulfillment.
Our SA Training is one of the core training programs 
in our training system. 

「販売システム」
「Sales  Sys tem」

「教育システム」
「Tra in ing  Sys tem」

販社
Sales companies

BM
Beauty Manager

IM
IVY MatesUser

営業所ご愛用者
Head in

business base

私たちは、誰もがいきいきと豊かな人生を送りたいと

願っているのではないかと思います。自分自身が豊かな

人生を送るためにも、あるいはもっと美しく豊かな人生を

送るためにも、自分を知り、人と人とのかかわりや出会い

を大切に夢や目標をもって生きていくことが大切である

とアイビー化粧品は考えます。SA研修は、自分の中に

ある可能性を見つけることができたり、人と人とのかか

わりの中から自己成長につながるきっかけやヒントを得る

ことができる研修です。

We bel ieve everyone aspires to lead a l ively  and 

fulfil l ing l i fe .  IVY Cosmetics  bel ieves that  to do 

this, we must know ourselves, value our relationships 

and encounters  with people,  and have a dream or 

a goal. Our SA Training enables individuals to discover 

their  potentia l  and to seek out opportunities and 

hints on personal development through associat ion 

with other people.  

● SA研修 ● The SA Training

System

アイビー化粧品の教育システムは、各ポジションに必要な

スキルを修得できるシステムで、理念や美容にかかわる

知識や技術など実践的なプログラムを充実させています。

私たちは、一人でも多くの人に美しさ、豊かさを手にして

欲しいという願いから教育にも力を注いでいます。

当社の教育システムを代表する研修として、ＳＡ研修が

あります。
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アルテミスは、アイビー化粧品直営のショールーム＆

ビューティスペースです。ゆったり落ち着いた上質の空間

でスペシャリストによる高い技術を提供しています。

Artemis is a showroom & beauty space run directly 

by IVY Cosmetics. This composed, refined space offers 

cutting-edge technology provided by our specialists. 

We publish "IVY News", a magazine that advocates a 
beautiful way of living. We also publicize our 
activities through various media, primarily women’s 
magazines. 
For our shareholders and investors ,  we hold 
meetings on our financial situation and release 
information actively, to heighten our reputation as a 
growth stock. We also employ a flexible capital policy 
to establish the foundations of our growth strategy. 

Release of informationstem

美しい生き方を提案する情報誌「アイビーニュース」の

発行をしています。また、女性向け雑誌を中心とした

メディアへのPR活動を展開しています。

株主投資家の皆様には、決算説明会の開催をはじめ、

積極的に情報開示を行い、成長株として認知されるIR

活動を行っています。さらに、機動的な資本政策を行い、

成長戦略の布石を打っています。

「広報・IR活動」
「Publ i c i ty  and  IR ac t iv i t i e s」

「アルテミス」
「ARTEMIS」

Communications Space, Tokyo Treatment room, Tokyo

● メールマガジン・モバイルサイトにてアイビー化粧品のホットな情報をお届けします。
● 

・メールマガジンご登録 ・モバイルサイト
携帯カメラで
簡単アクセス

Information in our mail magazine and mobile site delivers the latest news about IVY Cosmetics.

・Mobile s ite

Easy access with your
cell phone camera

http://www.ivy.co.jp/company/mailmagazine/ http://ivym.net/ 
・Register for our mail magazine



〒107-8463 東京都港区赤坂6-18-3 アイビービル  TEL 03-3568-5151  FAX 03-3568-5168   URL http://www.ivy.co.jp  

会社概要
商 号

設 立

本 社

電 話

事 業 内 容

株式会社 アイビー化粧品

昭和50年12月16日（化粧品販売業開始は昭和52年10月1日）

東京都港区赤坂六丁目18番3号 アイビービル

03-3568-5151

化粧品（スキンケア・メークアップ・ヘアケア・その他）、美容補助商品、化粧雑貨品等の製造及び販売 

：

：

：

：

：

Company Overview
Company name

Established

Headquarters

Tel

Description of business

IVY Cosmetics Corporation

December 16, 1975

IVY Building, 6-18-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

+81-3-3568-5151/ Fax: +81-3-3568-5168

Manufacturing and sales of cosmetics (skin care, makeup, hair care, etc.),

beauty supplements, and beauty-related products, etc.

：

：

：

：

：

Corporate History
December 1975

October 1977

April 1984

November 1985

July 1989

July 1992

April 1996

April 2001

Establishment of company

Name of company changed from Shirogane Corporation to IVY Cosmetics Corporation. 

Production and sales of cosmetics begins.

Moved company headquarters to 6-18-3 Akasaka  Minato-ku, Tokyo

Released “WRINKLE LOTION,”a moisture-rich serum

Established the Fuji Training Center in Oshino Village, Minamitsuru County in Yamanashi Prefecture

Established the Misato Plant and R & D Laboratory in Misato Town, Kodama County in Saitama Prefecture

Registered shares as an OTC company with the Japan Securities Dealers Association (presently JASDAQ)

Acquired ISO 9001 certification

会社沿革
昭和50年12月

昭和52年10月

昭和59年  4月

昭和60年11月

平成元年 7月

平成  4年 7月

平成   8年 4月

平成13年 4月

設立

株式会社白銀を株式会社アイビー化粧品に商号変更 化粧品の製造販売を開始

本社を東京都港区赤坂六丁目18番3号に移転

保湿美容液「リンクル ローション」を発売

山梨県南都留郡忍野村に富士研修センターを開設

埼玉県児玉郡美里町に美里工場および開発研究所を開設

日本証券業協会（現・JASDAQ市場スタンダード）に株式を店頭登録 

「ISO9001」を認証取得




