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ハラール認証を取得したスキンケアシリーズ「桃姫」を販売するPBJ(本社・東京都足立区)は9月1日(木)、シリーズ新商品「ピーチホワ
イトエッセンス」を発売する。

【関連サイト】PBJ

「ピーチホワイトエッセンス」は、最新の液晶乳化技術を用いて製造されたミルク状の美容液。通常より高い保湿効果を発揮するとして
いる。

イスラム教で禁止されている豚由来成分やアルコール由来成分をはじめ、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、着色料等を排除してい
る。

また、ハラール専用の製造ラインを使っている。

ピーチホワイトエッセンスは30グラムで3,780円(税抜き)。購入可能な店は、同社の公式サイトにリストが掲載されている(http://www.
momohime.info/shop‑list‑1/)。

モスクワのハラールエキスポではベストプロダクト賞を

同社は、2016年3月3日にハラール認証スキンケアシリーズ「桃姫」の洗顔料、化粧水、ジェルクリームを発売。

以来、国内のドラッグストアや美容室での販売、CIS 諸国に向けた総代理店契約の締結、さらには東南アジア諸国への進出と着実に販路
を拡大している。
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2016年6月にはモスクワで開かれたハラールエキスポでは、桃姫ジェルクリームがベストプロダクト賞を受賞している。今後はBB クリ
ーム、クレンジングジェル、アンチエイジングクリーム等、桃姫シリーズのラインアップを増やしていく予定だ。
 

PBJ
化粧品販売、会計コンサルティング、青果小売業(創業 1935 年)
代表取締役　小林美枝子 
本店　東京都足立区千住2‑36
電話　03‑5284‑8812 
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