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シアバターとワセリンの配合を実現
Skincare Base Material with High Blend of Shea Butter in Petrolatum
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　島貿易は 1904年に輸出入および問屋業として創業以来、世界を舞台

に幅広いビジネスを展開してきた。貿易商社としての伝統を受け継ぎな

がら、現在は化学品を中心とした専門商社として価値ある商品を専門的

な知見とサービスとともに提供している。化粧品原料事業の主力でも

ある流動パラフィンメーカーの米ソネボーン社とは 90年以上にわたる

関係を構築してきた。流動パラフィンやワセリンといった基材の販売で

培ったネットワークを生かし最近は多様な素材を提供している。

　国内での積極的な販売はもちろん、海外は米国・中国・マレーシア・

インドネシア・タイの 5カ所の拠点を通じたネットワークを活用して化粧

品原料を拡販している。

　品質保証や処方開発にも力を注いでおり、2013年に開設した「神戸

製造・分析センター」や、2015年に本社ビル内に開設した「コスメティッ

クス・ラボ」「計測器ショールーム」を活用して付加価値を高め、営業活

動をサポートしている。

　CITE JAPAN 2017で紹介する米ソネボーン社の「Shea XP」は、出

展している各種製品の中でも今回とくに注目の新製品で、日本では今

年 6月から発売開始する。

　ワセリンにシアバターを高配合したスキンケア基材。シアバターはワセ

リンに配合しにくいが独自の方法で実現した。一般的にシアバターはア

フリカで生産され、チョコレートなどの食用や化粧品・トイレタリー製品

に広く利用されている。抗酸化、抗炎症、皮膚の軟化作用などの効能が

知られており、新製品はワセリンの保湿効果を維持しつつ、シアバター

の効能を併せ持ったシナジー効果が期待できる。

  Shima Trading Co., Ltd. has conducted a wide range of business on the 

global arena as an importer-exporter and wholesaler ever since its foundation 

in 1904. While carrying on its tradition as a trading company, Shima Trading 

is currently providing products of value along with specialized knowledge and 

services as a specialized trading company with a focus on chemicals. It has 

built a relationship of well over 90 years with Sonneborn LLC.of the United 

States, a major manufacturer of liquid paraffin, which is also the mainstay of 

cosmetics raw materials business. Taking advantage of the network it has 

cultivated in the sale of base materials such as liquid paraffin and Petrolatum, 

the company has recently been offering a variety of materials.

  Not to mention its aggressive sales in Japan, the company is also expanding 

sales of cosmetic products overseas through bases in five countries including 

the United States, China, Malaysia, Indonesia, and Thailand.

  Focusing its efforts on quality assurance and formulation development, 

Shima Trading Co., Ltd. has increased added value and has been providing 

support for business activities by taking advantage of its “Kobe Technical 

Center,” which opened in 2013, and the “Tokyo Cosmetic Laboratory” and the 

“Measuring Instruments showroom,” which opened inside the head office 

building in 2015.

  “Shea XP,” a product of the US Sonneborn LLC.that Shima Trading Co., Ltd. 

will introduce at CITE JAPAN 2017, is a new product that draws particular 

attention among various products exhibited there. The company will start 

selling the product in Japan from June this year.

  It is a skin care base material made by blending shea butter into Petrolatum. 

Generically produced in Africa, shea butter has been widely used in food such 

as chocolate, as well as in cosmetics and toiletry products. It is known for such 

effects as antioxidant, anti-inflammatory, and skin softening. A synergistic 

effect can be expected from the new product that has the effects of shea butter, 

while maintaining the moisturizing effect of Vaseline.

島貿易株式会社
SHIMA TRADING CO., LTD.


