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株主優待制度に関するお知らせ 
 

当社は、2022 年３月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり、株主優待制度に関する決議を 

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 当社では、株主様に対して事業内容及び製品への理解促進を目的に「株主優待制度」を設けており 

ますが、この度、2022年３月末日現在の株主名簿に記録された所有株式数 100株以上の株主様を対象に、

日頃のご支援への感謝に加え、新製品発売記念として 2022 年５月 20 日に発売を予定しております 

育毛剤の新製品「コタエイジング グロウセラム」を株主優待品に追加し進呈いたします。 

なお、進呈は所有株式数に関係なく、株主様お一人につき一本とさせていただき、2022 年６月上旬頃

から順次発送いたします株主優待品に同梱のうえお届けすることから、当該製品の送付先は、株主 

優待品のお申し込み時に「お届け先ご住所」として指定されたご住所と同一となります。 

また、当該製品には 2021 年７月９日に特許権を取得しました「育毛成分を効果的に毛乳頭に運ぶ 

システム」（特許権第 6911187号）を活用し、当社が独自に開発した「ナノ化育毛成分ユニット」が配合

されています。 
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コタ独自のナノ化DDS技術を用いた
育毛成分ユニットの開発

～育毛成分を効率よく毛乳頭に届けることが可能に～

当社は、埼玉工業大学(巨東英名誉教授)との共同研究により、コタ独自のナノ化DDS※を用いた
育毛成分ユニットを開発し、特許権を取得しました。この技術により、育毛成分を毛乳頭周辺に
ある毛細血管に効率良く作用させることが可能となりました。
※DDS …ドラッグデリバリーシステム（Drug Delivery System）の略。体内での成分分布を制御することで、成分の効果を最大限にする技術。

【研究開発の背景】
ヘアロスの原因は加齢だけでなく、紫外線などの外的要因やストレス、生活習慣の乱れなど様々です。
これらの影響により、頭皮の血流が乱れると育毛成分毛乳頭への栄養が滞り、薄毛などの症状や
ヘアサイクルの乱れを誘発します。
当社では｢毛乳頭の活性化の促進｣と｢ヘアサイクルの正常化｣に着目し、育毛成分を毛乳頭に効果
的にアプローチすることにより、育毛効果を高める研究を行いました。

■ ヘアロスの原因とヘアサイクルの仕組み

退行期

乱れたヘアサイクル 健康なヘアサイクル

血流が良い状態

血流が悪い状態

成長期が短くなり毛髪が太く育つ前に抜けてしまう。
薄毛や抜け毛の原因となり、ヘアロスを加速させる。

毛乳頭に栄養が届かず、
細毛やハリコシのない毛髪となる。
ヘアサイクルの乱れを誘発する。

ヘアサイクルが乱れるとヘアサイクルが乱れると頭皮の血流が悪くなると頭皮の血流が悪くなると

毛乳頭が小さいと
毛髪の材料が少なくなり
細い毛髪になる。

毛乳頭が大きいと
毛髪の材料が多く
ハリコシのある
太い毛髪になる。

毛乳頭毛乳頭

休止期

発毛期

【成長期の期間】
数ヵ月～１年未満

【成長期の期間】
約４年～７年

成長期



【研究開発の内容】
育毛成分は頭皮から浸透し、毛髪が作られる場所「毛乳頭」に作用することで毛髪の成長を促進
します。育毛効果を高めるため育毛成分を効果的に毛乳頭へ届ける技術研究は業界でも活発に
行われており、当社では、毛穴深部に存在する毛乳頭に頭皮からではなく、毛穴から育毛成分を
効果的に届ける技術研究を行いました。
そして、人体への安全性が高く、育毛成分と相性がよいマグネタイト微粒子「ハニカムFe（黒酸
化鉄）」と皮脂成分のひとつであり、浸透力の高いリン脂質に似た構成を持つ「リピジュア®（リン
脂質類似成分）」に着目し、コタ独自のナノ化DDS技術を用いた｢コタオリジナル ナノ化育毛成分
ユニット｣の開発に成功しました。
｢コタオリジナル ナノ化育毛成分ユニット｣は、ナノ化した「ハニカムFe（黒酸化鉄）｣を核に育毛
成分を吸着させ、リピジュア®（リン脂質類似成分）」でコーティングすることにより毛穴深部まで
浸透し、毛乳頭周辺にある毛細血管に効率良く作用し、毛乳頭の活性化と育毛を促します。

【特許権の取得】
2021年7月9日
育毛成分を効果的に毛乳頭に運ぶシステム
特許権第206543号

＊リピジュア®は日油株式会社の登録商標です。

ハニカムFe (黒酸化鉄)

3つの育毛成分

3 つの育毛成分

リピジュア®
（リン脂質類似成分）

［ 育毛･血行促進作用 ］

［ 栄養供給作用 ］

［ 抗炎症作用 ］

■コタオリジナル ナノ化育毛成分ユニット

■ 毛乳頭に作用する仕組み

セファランチン  ････････････
ニンジンエキス  ････････････
グリチルリチン酸ジカリウム ･･･

従来の育毛成分

頭皮から浸透するため
育毛成分が毛乳頭付近
まで浸透しづらい。

研究開発中の育毛成分
コタ独自のナノ化DDS技術で、
毛穴から深部に浸透。毛乳頭
周辺にある毛細血管に効率
よく作用することで、毛乳頭
を活性化。

毛穴深部に浸透させるためにナノ化したハニカムFeを核に、３つの育毛成分を吸着
させ、浸透力の高いリピジュア®でコーティング。

毛乳頭毛乳頭

育毛成分ユニット育毛成分ユニット
育毛成分育毛成分

毛細血管毛細血管

【研究開発の内容】
育毛成分は頭皮から浸透し、毛髪が作られる場所「毛乳頭」に作用することで毛髪の成長を促進
します。育毛効果を高めるため育毛成分を効果的に毛乳頭へ届ける技術研究は業界でも活発に
行われており、当社では、毛穴深部に存在する毛乳頭に頭皮からではなく、毛穴から育毛成分を
効果的に届ける技術研究を行いました。
そして、人体への安全性が高く、育毛成分と相性がよいマグネタイト微粒子「ハニカムFe（黒酸
化鉄）」と皮脂成分のひとつであり、浸透力の高いリン脂質に似た構成を持つ「リピジュア®（リン
脂質類似成分）」に着目し、コタ独自のナノ化DDS技術を用いた｢コタオリジナル ナノ化育毛成分
ユニット｣の開発に成功しました。
｢コタオリジナル ナノ化育毛成分ユニット｣は、ナノ化した「ハニカムFe（黒酸化鉄）｣を核に育毛
成分を吸着させ、リピジュア®（リン脂質類似成分）」でコーティングすることにより毛穴深部まで
浸透し、毛乳頭周辺にある毛細血管に効率良く作用し、毛乳頭の活性化と育毛を促します。

【特許権の取得】
2021年7月9日
育毛成分を効果的に毛乳頭に運ぶシステム
特許権第6911187号

＊リピジュア®は日油株式会社の登録商標です。

ハニカムFe (黒酸化鉄)

3つの育毛成分

3 つの育毛成分

リピジュア®
（リン脂質類似成分）

［ 育毛･血行促進作用 ］

［ 栄養供給作用 ］

［ 抗炎症作用 ］

■コタオリジナル ナノ化育毛成分ユニット

■ 毛乳頭に作用する仕組み

セファランチン ････････････
ニンジンエキス ････････････
グリチルリチン酸ジカリウム ･･･

従来の育毛成分

頭皮から浸透するため
育毛成分が毛乳頭付近
まで浸透しづらい。

研究開発中の育毛成分
コタ独自のナノ化DDS技術で、
毛穴から深部に浸透。毛乳頭
周辺にある毛細血管に効率
よく作用することで、毛乳頭
を活性化。

毛穴深部に浸透させるためにナノ化したハニカムFeを核に、３つの育毛成分を吸着
させ、浸透力の高いリピジュア®でコーティング。

毛乳頭毛乳頭

育毛成分ユニット育毛成分ユニット育毛成分育毛成分

毛細血管毛細血管



有効成分の効果により、今も未来も美しい毛髪へと導く!

コタオリジナル ナノ化育毛成分ユニットの

実力
育毛成分ユニットの構造

育毛成分ユニットの柱となる つの有効成分3

黒酸化鉄は有効成分との相性が良く、人体への安全性も高い特性を持ちます。コタオリジナル
の技術により、有効成分をコーティングすることで、毛穴から深部に有効成分をしっかりと
運搬する役割を担います。

皮脂成分のひとつでもある、浸透力の高いリン脂質と似た構成を持った成分。肌馴染みが
よく、うるおいを保ちながら頭皮のバリア機能を保ちます。

黒酸化鉄（ハニカムFe）

3つの有効成分

リピジュア®（リン脂質類似成分）

育毛成分ユニットの構造ナノ化した黒酸化鉄（ハニカムFe）を
核に、３つの育毛成分を浸透力の高い
リピジュア®（リン脂質類似成分）で
コーティングし、毛穴から深部に浸透
させ毛乳頭を活性化させます。

1

ニンジンエキス

血流の巡りを整える

栄養供給作用
グリチルリチン酸ジカリウム

頭皮環境を健やかに

抗炎症作用
セファランチン

[ タマサキツヅラフジアルカロイド ]

毛細血管を拡張

育毛・血行促進作用

ウコギ科のオタネニンジンの根から抽出
した植物エキス。エキス内に含まれる
サポニンが、油や水に溶けて脂質を排除
することで、血流の巡りを整え毛乳頭
の活性化を促し、育毛を促進します。

甘草の根から抽出したエキス。頭皮の
フケやかゆみなどの炎症を抑制し、頭皮
を健やかに保ちます。

ツヅラフジ科のタマサキツヅラフジから
抽出した植物エキス。毛細血管を拡張し、
血流の巡りを整え、毛乳頭への栄養
供給を高め育毛を促進します。

2 3

リピジュア®
（リン脂質類似成分）

黒酸化鉄
（ハニカムFe）

［ 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体 ］



コタオリジナル ナノ化育毛成分ユニットの

効果

30歳～50歳で薄毛が気になる9名のモニターに、コタオリジナルナノ化育毛成分ユニットを配合した育毛剤を継続
使用してもらい20カ月間モニタリングしました。結果、20カ月後には抜け毛本数が平均53％減少したことが確認されました。
抜け毛本数が減ることで、脱毛予防が期待されます。

抜け毛本数の

ヒト由来の毛乳頭細胞培養液にナノ化育毛成分ユニットを添加した場合と、添加していない場合で育毛効果の
試験を実施しました。結果、ナノ化育毛成分ユニットを使用することで、毛乳頭細胞の増殖を促進する効果があることが
確認されました。毛乳頭細胞が増殖することにより太く強い髪を育てることが期待されます。

毛乳頭細胞の増殖

減少

抜け毛本数のグラフ（継続使用期間20カ月）

※イラストはイメージ、画像は顕微鏡画像です。

抜け毛本数の計数は1カ月毎に、同一のシャンプー・トリートメントを使用し、
同一施術者により2回シャンプーを行い、排水溝から抜け毛を回収し、その本数を数えました。

添加なしの場合
毛乳頭細胞の成長が滞ることで、
毛髪が細くやせた状態になり、
薄毛や抜け毛の原因に。

添加ありの場合
コタオリジナルナノ化育毛成分
ユニットを添加して働きかける
ことで、毛乳頭細胞の分裂が
盛んになり細胞が増殖し、太く
強い毛髪に成長。

毛乳頭細胞

1
20
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

抜け毛本数（本）

使用期間（カ月）

試験者I

試験者G

試験者E

試験者C

試験者A

試験者H

試験者F

試験者D

試験者B DOWN!

確認されました！

継続使用で、
脱け毛本数の減少が

ナノ化育毛成分ユニットを継続的に使うことで、結果につながる!


