


INFORMATION

いつもMiMCを支えてくださる多くの方々、そし
てお客さまに心より感謝を申し上げます。かつて化
学者として実験に明け暮れ多忙な日々を過ごす中

で、アレルギー・化学物質過敏症になり、女性とし
ての自信を失ってしまった時期がありました。この
経験をもとに、使うことで美しい肌へと導き、自信
と輝きを与える化粧品をつくりたいと研究を重ね、
2007年に誕生させたのがMiMCです。世界中で研
究と技術開発が行われ、進化が目覚ましい植物分野。
早くから自然の力に着目しつつ、化学的な裏付けを
元に開発を続けてきたMiMCは、学会での発表内
容をいち早く取り入れ、スキンケア効果のある画期
的な製品を生み出していると自負しています。
2014年には肌が美しく健康でいるためのキーとも

いえる「水」に着目し、オーガニックビューティー
へのエントリーブランドとしてAQUA・AQUAを

新たにリリース。理念を共有する2つのブランドで、
肌が本来持っている可能性を最大限に引き出し、心
身のバランスがとれたすこやかな美しさを叶えるた

めの製品づくりに邁進してまいりました。

時代の流れとともに社会の在り方や女性の生き方が

多様化する今、肌はもちろん、心やライフスタイル
にも寄り添い、力になれる製品の必要性を改めて感
じています。肌、自分、大切な人、自然…それらす
べてが存在する地球を慈しみ、次の時代の力へと変
えていくための進化を、ビューティーの力を信じて
これからも続けてまいります。

株式会社MIMCは、「自然の力で本来の輝きを引き出していく」をコンセプトに、有害な成分を含
まない自然・天然原料に徹底してこだわり、肌に対してはもちろん、製造から販売に至るまで地球
環境に負荷をかけないこと、社会に貢献することを前提としたクリーンビューティー企業として、
創業時より活動してまいりました。
2019年には「地球の恵みを、ひとのちからへ。」を企業としての使命に加え、さらなる製品の品質
向上を目指すとともに、地域循環や農福連携の取り組みも開始。どのライフステージでも使える「エ
イジレス」、性別を問わず安心して使える「ジェンダーレス」、どんな肌にも寄り添う「ボーダーレ
ス」、そして未来の世代まで見据えた地球環境を考える「サステナブル」な製品提供と企業活動をさ
らに追求してまいります。

代表あいさつ

MESSAGE

MiMC開発者   
兼  代表取締役

北島 寿



INFORMATION

HISTORY

BRAND

2007 米国にてMIMC,INCを設立、ミネラルコスメティックブランド「エムアイエムシー」が誕生

MiMC 初代ビューティーディレクターに太島幸樹氏が就任

2009 日本法人として株式会社MIMC設立

2011 MiMCビューティーディレクターにメイクアップアーティストMICHIRU氏が就任

2012 美容液バームにミネラルパウダーを溶け込ませた「ミネラルクリーミーファンデーション」を発売

2014 界面活性剤フリーのスキンケアラインを発表

株式会社REDよりオーガニックビューティーへのエントリーブランドとして「アクア・アクア」を市場導入

AQUA AQUA 代表的カラーメイク商品「オーガニックスイーツリップ」発売

2017 MiMC開発者兼代表 北島 寿の著書「クレンジングをやめたら肌がきれいになった（文藝春秋）」発刊

MiMC初の「ミネラルリキッドリーファンデーション」を発売

AQUA AQUA 国産オーガニックコスメとしては
初のクッションファンデーション「オーガニッククッションコンパクト」を発売

2018 フェイシャル＆ボディートリートメントサロン「MiMCサロンアクアイグニス店」がオープン

AQUA AQUA 公式オンラインストアをリニューアルと共にeコマース本格稼働開始

2019 株式会社MIMCからライフスタイルブランド「MiMC ONE」が誕生

MiMC 2019-2020 AW Paris Collection 「Fatima Lopes」バックステージに参加

MiMC 新コーポレートメッセージを発表

2021 AQUA AQUA「オーガニックスキンケアローション」を発売しスキンケアラインが誕生

MiMCフラッグシップショップ「MiMC Omotesando」がオープン

高品質・高機能を追求したラグジュアリーな
ミネラルコスメティックブランドです。自然
の恵みを生かすことに共鳴するサステナブル

志向でありながら、洗練された本質的な美し
さを追求される方をターゲットとし、百貨店
をはじめ、感度の高いセレクトショップやオ
ンラインストアで展開しています。

MiMC（エムアイエムシー）とは、 
Mineral Make Cosmeticの 
頭文字を組み合わせたもの。

「ファースト オーガニック」をコンセプト
に、オーガニックやナチュラルなモノ・コト
に興味を持っている方に向けたオーガニック

ビューティーへのエントリーブランドです。
バラエティショップをはじめ、GMS、CVS

といった身近な店舗とオンラインストアに

おいて、お手頃な価格帯で提供しています。

肌の美しさのキーである水に着目し
「アクア・アクア（水∞水）」

と名付けました。

肌と環境にやさしいオールナチュラル成分に

こだわり、自然を愛するアクティブな現代人
に寄り添うライフスタイルブランドです。販
売チャネルもビューティーのカテゴリーに留

まらず、感度の高いセレクトショップやスポー
ツアパレルブランドなどライフスタイルに関

連する店舗を中心に展開しています。

性別や年齢を超えて 
「ひとりの人＝ONE」に使って 
欲しいという願いを込めています。
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石けんオフメイク

私たちは、「人も地球も誰もが美しくなれる世界を創りたい」という想
いから、創業以来、ミネラルや植物、果実など厳選した天然成分を使っ
た製品を開発してきました。近年では成分だけでなく、化粧箱をFSC®

認証紙*に切り替え森林保全に貢献。「つくる責任つかう責任」をはじ
めとするSDGs活動の一環として、福祉施設と連携した農福連携プロ
ジェクトや、製造工程で廃棄物を出さない休耕田を利用した地域循環型
プロジェクトに参画、水や海を汚さない石けんオフメイクのご提案や女
性に向けた支援等を実施。また、化粧品原料の採用についても、産地の
発展と自然保護はもちろん、未来に与える影響を深く見極めながら、真
摯な製品開発を追求し持続可能な社会の実現に貢献できるよう日々ブラ

ンドをアップデートさせています。

その人本来の自分らしい美しさを引き出したい

わたしたちは、地球の一部。 
人も地球も共に美しく、幸せになることが、 
とても重要だと考えています。

わたしたちの考える美しさとは、自分らしく美しくあること。 
人の元気を支えるのは、その人にしかない本来の美しさ。 
そして、その美しさの可能性を引き出せるのは、 
自然のちからに支えられた、人にも環境にも優しいプロダクトです。

地球の恵みをいただくことで人が美しくなり、美しくなることで 
前向きな愛が生まれ、地球へと還元する心と行動が生まれる。

そのような持続可能（サステナブル）な 
美の循環を創り出したいと考えています。

地球の恵みを、ひとのちからへ。

＊FSCライセンス番号：FSC®N003517

私たちは創業時よりクレンジング不要の

「石けんオフメイク」を提唱しています。

SDGsへの取り組み

フェアトレード原料使用

目標 1：貧困をなくそう
目標 2：飢餓をゼロに
目標 8：働きがいも経済成長も
目標10：人や国の不平等をなくそう
目標12：つくる責任つかう責任

FSC認証、植物由来原料
目標12：つくる責任つかう責任
目標15：陸の豊かさも守ろう

石けんオフメイク

目標 3：すべての人に健康と福祉を
目標 6：安全な水とトイレを世界中に
目標12：つくる責任つかう責任
目標14：海の豊かさを守ろう

コールドプロセス製法、コールドプレス製法
目標 7：エネルギーをみんなにそしてクリーンに
目標12：つくる責任つかう責任
目標13：気候変動に具体的な対策を
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MiMC

MiMCは、創業時から「自然の力で本来の輝きを引き出していく」ことをベースにおきながら、未
来の世代まで見据えた地球環境を考える「サステナブル」な製品の提供と企業活動を追求しています。
ビューティーの力を信じながら、肌と地球環境の未来に想いを巡らせ、美しい環境を生み出してい
くための進化をこれからも続けていきます。

PHILOSOPHY



MiMC

CONCEPT

1.

MiMCの誕生は2007年。化学者 北島寿により、天然
ミネラルをはじめとした良質の自然素材に徹底的にこだ

わって生み出されました。ミネラルは、産地や精製方法
によって、成分や成分比率、性質も異なるため、品質の
見極めが重要。MiMCでは、世界各地のミネラルの中
から独自の厳しい基準に見合うものだけを採用し、美容
感度の高い日本をはじめとしたアジアの人々の肌質や嗜

好に寄り添う製品を開発しています。

ブランドの原点はミネラル

2.

「メイクをしている間もスキンケアができれば、素肌はもっ
と美しくなる」という考えから、スキンケア処方でファ
ンデーションやメイクアップアイテムをつくることを追

求。ミネラルと植物エキス、植物オイルなどナチュラル
な成分を主成分に、石油由来の合成界面活性剤や合成防
腐剤、タール色素を使わないメイクアップアイテムを開
発。メイクしている間も積極的にスキンケアができるた
め、メイクするほどに肌を美しい状態へと導きます。

メイクでスキンケア

3.

美容成分でできたファンデーションをはじめ、アイシャ
ドーやリップなどのカラーメイクに至るまで、すべての
メイクアップ製品は、石けんまたはぬるま湯で落とすこ
とができます。W洗顔などにより必要な皮脂まで洗い流

してしまうことを防ぎ、肌に備わるバリア機能をしっか
りキープ。手間や時間も節約できるため、　忙しい現代
人の毎日にやさしく寄り添います。また、石けんは生分
解性も高く自然に還るため、地球にも負担をかけません。

石けんオフメイクで
スキンケアをシンプルに



MiMC

4.

世界中から厳選したパワフルな天然の植物や果物から

丁寧に採取したエキス、つまり天然由来成分を丸ごと
使うことにこだわっています。「植物全体のパワーを余
すところなくいただく」それは、植物や果物はその存
在自体がひとつの調和を保っているというホールフー

ズの考え方によるもの。皮も実も種も自然そのままの
バランスで、ベストな状態に保ち最大限に生かしてい
るのです。

植物全体のパワーを肌に  
享受するホールフーズ製法

5.

余計なものを限りなく省いたシンプルでパワフルな成

分を使用し、合成着色料、合成香料、合成防腐剤、石
油系界面活性剤、紫外線吸収剤、タルクは配合してい
ません。また、天然由来成分であっても肌に負担をか
ける可能性があるものは一切使用しません。

「何を入れるか」だけでなく
「何を入れないか」

6.

必要な成分を肌にしっかりと届けるために「構成が似
たもの同士はなじみやすい」という生体親和性に着目。
肌の成分と構成が近いミネラルやスクワランを多く含

む温泉水や、天然由来成分を配合することで、まるで
肌に溶け込んでいくかのように美容成分がやさしくな

じみます。

生体親和性に着目した設計



MiMC

美しさを磨く、攻めのアプローチ

MiMC SKINCARE

MiMCが提案するのは、肌が本来持っている可能性を最大限に引き出し、いきいきとした肌へと導
くスキンケア。抽出方法や産地、効果に関するエビデンスまで吟味した植物エキスや植物オイルを
世界中から集め、肌のバリア機能を保ちながら美容成分を角質層に届けるために独自処方で開発し
ています。「自然の力」と「独自の美容理論」で、外的・内的ストレスにも揺らがない、すこやかで
美しい肌へと導きます。



MiMC

ORGANIC×MODE

MiMC MAKEUP

MiMCでは、ブランド設立時から製品の開発にメイクアップアーティストが参画。現在は、国内外
のコレクションや美容・ファッション誌等、モードの第一線で活躍するMICHIRU氏が2代目ビュー

ティーディレクターとして全てのメイクアップ製品を監修しています。付け心地はもちろん肌にや
さしい天然由来成分にこだわりながら、トレンドを取り入れたカラーと質感、発色のよさにこだわり、
プロが納得するレベルの使用感、仕上がりまで追求。日常のメイクからショーやTV、映画、広告撮
影といった、高い機能性を求められるプロの現場でも活用されています。



MiMC ONE

「エイジレス」「ジェンダーレス」「ボーダーレス」をコンセプトに、年齢や性別、肌質を問わず、誰
にでもお使いいただけるライフスタイルブランドです。大地に還すことができるオールナチュラル
成分にこだわり、自然を愛するアクティブな現代人の、上質で美しいライフスタイルに寄り添いま
す。2020年6月には、「自然のちからで、私を守る。」をコンセプトとしたプロテクトシリーズが登場。
サトウキビ由来のボタニカルエタノールを使用し、手指を清潔にするアルコールミスト、アルコールジェ
ルは使用感はもちろん、香りにもこだわっています。肌へのやさしさだけではなく、製品開発を通
じて社会貢献、循環型社会の構築を目指します。



AQUA AQUA

main products

雨が降り、木々や植物、果実が育ち、地面へと浸透する。それが地下水となり、私たちの身体へ戻る。
「水」は生命連鎖の間を巡回し、永遠に私たちを潤わせ続けています。その永遠（eternity）のルー
プのように、みずみずしく、健康的な美しい肌をずっと育んで欲しいという願いを込めて、「アクア・
アクア（水∞水）」と名付けました。
アクア・アクアのキーとなる成分は、日本生まれのフルーツや植物たち。大自然の恩恵を受けて育っ
た生命力、パワフルさ、そして優しさをたっぷりと取り入れて、みずみずしさを実感できるような
処方を追求しています。毎日のスキンケアやメイクタイムがもっと気軽で、心地よく、使いやすく、
誰でも簡単にキレイになれるように……。だからこそ、シンプルステップ。しかも、全アイテム石
けんオフができ、無理なく続けられる価格設定。年齢、性別の垣根を越えて、すべての人たちの生
活の一部として寄り添えるブランドを目指しています。

オーガニックスイーツリップ　

みずみずしくジューシーな 
美容液カラーリップ

リップクリームのツヤ感と保湿力、ルージュの発色を
叶え、さらに、デリケートなくちびるのために、食品
に使われる成分にこだわりました。

オーガニッククッションコンパクト　

みずみずしいツヤ肌に整え、 
ひと塗りで毛穴をカバー

あまおう果汁（イチゴ果汁 / 保湿成分）配合のクッショ
ンファンデーション。美容液、化粧下地、日焼け止め、
コンシーラーの機能も、これ1つで叶えます。

オーガニックスキンケアローション

肌リズムに応じて、ミストで 
オーダーメイド感覚ケア

国産シャルドネエキス（ブドウ果実エキス / 保湿成分）
で潤うオイルインローション。オールインワンをクリー
ムやジェルではなく化粧水で実現。「水」を求めたア
クア・アクアだからこそのアイテムです。



COMPANY DATA

SHOP LIST

INFORMTION

会社名 株式会社 MIMC / 株式会社 RED

住所 〒107 - 0061 東京都港区北青山3 - 6 - 19
三和実業表参道ビル 1F

設立 2009年6月（株式会社MIMC）

事業内容 化粧品の企画開発、製造販売

役員 代表取締役会長 北島 寿
代表取締役社長 北島 靖彦

取り扱い店舗

● MiMC Hakata

● 全国有名百貨店 MiMC カウンセリングカウンター

● コスメセレクトショップ

MiMCサロン

● MiMC Omotesando FLAGSHIP SHOP

● MiMCサロン アクアイグニス店

表参道駅

至 渋谷

至 外苑前

青
山
通
り

Apple

みずほ銀行

GUCCI

COACH

スパイラルビル
Aoビル

交番

表参道

至 原宿


