


CosmeKitchen Philosophy

コスメキッチンは、世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心に、

ライフスタイルをとりまくナチュラルなアイテムをラインアップ。

生産者の思いやブランドコンセプト、原材料や製造方法、認証機関による

品質やフェアトレード、動物実験、環境性などを独自の基準で吟味し、

ブランドをセレクトしています。真面目でありつつ、

コスメキッチンらしいユニークさも忘れず、身体や心をケアする楽しさを知って、

ライフスタイル全体に「ナチュラル＆オーガニック」がもつ癒しとエネルギーを

広げていただけるよう、カウンセリングを通したトータルケアをご提案しています。

コスメキッチンを通して、ナチュラルアイテムをこれから取り入れてみようと思っている方から、

長年お使いになっている方まで、すべての方に

ナチュラルアイテムの魅力を毎日の中で楽しんでもらえることを願っています。

楽しくてＨＡＰＰＹな、ホンモノをお届けします。



What’s CosmeKitchen?

コスメキッチンが選ぶアイテムには、それぞれ理由があり、伝えたいメッセージがあります。生産者の考え方、オーガニック認証、動物実験不実施など
独自のガイドラインを設け、幅広いナチュラルなアイテムをラインアップしています。また、品質の確かさに加え、ひとくせある面白いコンセプトや使い
方、遊びゴコロを大切にしています。

1. 独自の基準をクリアした 魅力的なアイテムをラインアップWhy We Choose ?

コスメキッチンでは、スキンケアを筆頭に、ファミリー、ベビー、メンズなど80以上のブランドをラインアップ。オーガニックビギナーから長年お使い
になっている方まで、幅広い方々が楽しめるアイテムを世界中からセレクトしています。ナチュラルアイテムで心身をケアする心地よさをお伝えでき
るよう、カウンセリングを通し、お客さまのリクエストに応じてブランドの垣根を越え最適なアイテムをご紹介します。

2. 80以上のブランドから ぴったりの一品が見つかりますFind Your Best

コスメキッチンのショップではお得なポイントカードを発行。1,000円のお買い上げにつき1スタンプがたまり、20個で1,000円分、40個で2,000円分の
割引券としてご利用いただくことができます。お買い物時にノーバッグにご協力いただいた場合は、1回につき1スタンプを押印、20個たまるとプレゼント
と交換させていただくエコポイントも実施。オンラインストアでも1円＝1ポイントのポイント制度があるので、ぜひご利用下さい。

3. ショッピングポイント＆エコポイントシステムPoint System

毎日の中でナチュラルアイテムをより身近に楽しんでいただくため、コスメキッチンでは季節に合わせた限定オリジナルキットのご紹介や特別ゲストを
招いてのミニイベント、メイクアップサービスなどを定期的に開催しています。気になるアイテムをお得に試したり、オーガニックの知識を深めるのに
ぴったりの機会です。ショップごとのオリジナル企画や、WEB限定のキットもあるので、ぜひこまめにチェックしてみて下さい。

4. 限定アイテムや特別キット　オリジナルイベントも要チェック！Original Events

※価格はすべて税込表示となります。※公式webストアで購入可能なアイテムには　  がついています。

コスメキッチン４つの特徴

W
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ナチュラルアイテムの主役とも言える植物オイルと精油。生命力
の源である種から採れるオイルには、私たちに必要な栄養素がた
っぷり。一方、独特な芳香が魅力の精油は、自律神経に働きかけ
心身を調整すると言われています。自然の恵みがつまった植物オ
イルと精油を味方につけ、輝く肌と心を目指しましょう。

植物オイルと精油の魅力

太古の昔から治癒と癒しを与えてくれる特別な存在として用いら
れてきた植物に、最新の科学技術を融合させたのが、現在のナチ
ュラル＆オーガニックコスメ。環境に配慮した栽培方法で育てら
れた植物が配合されているので、使うことで自然のパワーを満喫
しながら地球と一緒にキレイを目指すことができます。

ナチュラル＆オーガニックコスメとは？

たった1種類の植物エキスに含まれる数えきれないほどの有効成
分。それらには最先端の科学技術をもってしても合成できない未
知の力が秘められています。複雑に絡み合い互いを補完しながら
効果を発揮する植物成分がたっぷりつまったコスメなら、多角的
なアプローチで根本から元気な肌へと導いてくれます。

植物なら、ホリスティックに働きかける

2.

1.

3.

オーガニック認証機関では、原材料や製造工程などを厳しく審査
し、製品の品質や安全性を保証しています。ただ、認証を取得し
ていなくても独自基準でこだわりをもって製品づくりをしている
良質なメーカーも数多くあるので、認証を一つの目安としながら、
自分にぴったりのアイテムを見つけてみて。

4.オーガニック認証ってなんだろう？

主な認証マーク

ECOCERT
フランスの農業団体としてスタ
ート。現在ではオーガニック認
証団体の世界基準とも言われて
おり高い信頼を得ている。

USDA
アメリカ農務省指導による、オ
ーガニック認定全米統一基準。
農産物や畜産物、食料品の基準
からスタートしている。

BDIH
自然派コスメの基準を設けよう
とドイツで発足した、医薬品・
化粧品商工業企業連盟および認
定ガイドラインのこと。

Soil Association
英国土壌協会としてスタートし
たイギリスのオーガニック認証
機関。製品はもちろん土壌にも
こだわり基準が非常に厳格。

NaTrue
欧州コスメメーカーを中心に発
足。オーガニック成分の含有率
を星の数で表示。認定プロセス
もHPで公開している。

ICEA
イタリア有機農業協会を母体と
して設立されたイタリアの代表
的なオーガニック認証機関。認
証品目は多岐に渡る。

ナチュラル &オーガニックコスメとは ?

What’s Organic Cosmetics?
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alima PURE

自然にあふれたオレゴン州ポートランド生
まれのアリマピュア。創始者のケイト・オ
ブライエンはどんな女性も安心して使えて
きれいになれる、ウルトラピュアなミネラ
ル100％の化粧品を作ろうと開発をスター
トしました。アリマピュアのシルキーでシ
ンプルなミネラルパウダーなら、手軽にリ
ッチな洗練肌が実現します。全製品、自然
化粧品認定BDIHの基準をクリアしており、
安全性も抜群。カラーとテクスチャーのバ
リエーションも豊富だから、必ず、あなた
にぴったりのアイテムが見つかります。

左から時計回りに：
W  ルミナス シマー アイシャドウ （オーバージーン） 2.5g

 ¥1,575

目元にきらめくような輝きを与えるバリエーション豊かな
アイシャドウ。
W  サテンマット ファンデーション （オリーブ2） 7,5g 

￥3,570

ひと塗りで透明感あふれる自然な仕上がり。重ねづけでし
っかりカバー力アップ。肌にやさしく軽いつけ心地で肌の
トーンを均一に。
W  ミネラル サンスクリーン パウダー SPF32 PA++ 7.5g 

￥5.040

ふんわりと軽く、崩れ知らずのミネラルサンスクリーンパ
ウダー。下地としてはもちろん、フィニッシングパウダー
やお化粧直しにも。
W  ルミナス シマー ブラッシュ （ローザ） 5g ￥2,940 

肌になじみやすく、健康的な輝きを与えてくれるピュアで
クリアなチーク。
W  アリマピュア リップバーム （ハニーピーチ） 2g 

￥1,680

エイジングケアに着目した処方のリップ。はっと目をひく
美しい発色とツヤ感が自慢。
W  ブラッシュ ブラシ  No. 17 ￥3,570

ふんわりとやわらかい使用感で、自然な仕上がりに導くチ
ークブラシ。

fromCosmeKitchen
ポートランド発BDIH認証取
得のミネラルメイクアップブ
ランド。認証取得のメイクブ
ランドは大変珍しく、ミニマ
ムな成分で作られた本格派ブ
ランドです。下地からカラー
アイテムまで全てが最小限の
ミネラルパウダーでできてい
ます。美しい仕上がりで愛用
者多数です。

アリマピュア
コスメキッチンオリジナル
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マノン＆ジジ
Manon&Gigi

甘えん坊で可愛らしいマノンと、クールで
凛としたイメージのジジ。マノン&ジジは
そんな対照的な2人の女の子をイメージし
たブランドです。ハンドクリームのような
毎日の必需品や、デリケートゾーンのケア
など一歩進んだ女性のためのアイテムをラ
インアップ。贅沢に配合されたオーガニッ
クハーブの香りを楽しみながら、気分や体
調に合わせてアイテムを使い分け、より深
く自分を知り慈しんでほしい。そんな思い
が込められたマノン＆ジジは、日本人女性
の肌やニーズに合わせて開発されています。

左から：
W  オーガニックデリケート ブライトニングセラム 100ml 

¥3,600

デリケートゾーンの保湿ケアに。気になる黒ずみに明るさ
をもたらすVゾーン用オーガニック保湿美容クリームです。
W  オーガニックデリケート ソフトスクラブ 50ml ¥2,835

植物由来の保湿・コンディショニング成分が、デリケート
な部分に蓄積された角質をやさしく取り除き、潤いとハリ
のある肌へと導きます。
W  オーガニックデリケート ウォッシュオイル 100ml 

¥2,980

デリケートな部分の、毎日のシンプル洗浄に。幸せのメッ
センジャーと呼ばれるドーパミンに由来する成分、ユーフ
ォリルを配合し、女性の美もサポート。
W  オーガニックデリケート デオスプレー 100ml ¥2,940

女性のエチケットとしての普段使いに最適なデリケートゾ
ーン用リフレッシュスプレー。上品なダマスクローズの香
りです。
W  ハンドクリーム シトラス&シナモン 75ml ¥2,940

オーガニックハーブのリフレッシュする香りとともに、や
わらかでなめらかな肌へ。

from CosmeKitchen

大人になっても可愛
らしくありたいとい

う気持ちを込めて作

られたブランド。可
愛らしい香りや女性

らしい香りのブレン

ドが女子力を上げて
くれること間違いな

し。デリケートゾー

ンケアアイテムが豊
富なのも特徴です。

女性同士のギフトに

も人気のブランドで
す。

コスメキッチンオリジナル
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from CosmeKitchenコスメキッチンNo.１ヘアケアブランド。ビバリーヒルズ
のサロン発ブランドで泡立ちも仕上がりも大変良くナチュ
ラルオーガニックヘアケアが初めての方のデイリー使いに
おすすめです。ダメージからスキャルプケアまで本格的な
ケアが簡単にできます。

ジョヴァンニ
giovanni

1979年にビバリーヒルズのトップヘアサ
ロンから誕生したジョヴァンニ。オーナー・
トップスタイリストのアーサー・ジョヴァ
ンニが、植物のピュアなエッセンスが髪と
頭皮に及ぼす影響に着目し、オーガニッ
ク・ナチュラルブランドを生み出しました。
以来、厳選された天然植物成分と最先端テ
クノロジーを組み合わせ、ナチュラルであ
りながら、機能性はもちろん、香りやデザ
インなどが時代にマッチした、先進的なプ
ロダクツを次々と発信。抜群の使い心地と
ストレスフリーな仕上がりを実感できます。

左から：
W  モイスチャライジング ボディウォッシュCS 310ml

 ¥1,995

弱酸性の泡で汚れや皮脂をオフし、肌の乾燥を防ぎます。
メロンのようにさわやかでフルーティーな香り。
W  フリッズ ビー ゴーン スムージング ヘアセラム 81ml

 ¥2,520

オーガニック植物成分を配合した髪の美容液。質感をしな
やかに整え、ツヤのあるシルキーな美しい髪を取り戻しま
す。サラッと軽く、ベタつかないテクスチャー。
W  スムーズ アズ シルク モイスチャー シャンプー 250ml 

¥1,890

豊かな泡立ちと贅沢に配合された植物成分で、つややかで
まとまりやすい髪に。
W  スムーズ アズ シルク モイスチャー コンディショナー
250ml ¥1,890

オーガニック大豆プロテインが傷みを補修しつつ、 オーガ
ニックハーブと完熟フルーツが輝きと潤いを芯からチャー
ジ。ダメージを受けた髪もまとまりやすく。
W  ニュートラフィックス リペア トリートメント 200ml 

¥2,100

植物性プロテインをはじめ、10種類以上のオーガニック
植物由来のエッセンスを配合。ディープなダメージを受け
た髪に、ハリとコシをもたらすトリートメント。

コスメキッチンオリジナル
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from CosmeKitchen

フランス発のハーブアロマブランド。世界25カ国で厳選

されたハーブや木の実が独特にブレンドされたティザン

（ハーブティー）は日本では出会えないような深い味わい

で大変人気があります。アロマやハーブが好きな方は必ず

はまってしまう人気のブランドです。

ル キャレ デ サンプル

Le carre des 
Simples

ピカソやフジタが通っていたレストランの
オーナーだった祖父母から、食を通じて植
物の力を教わったというジャン・クロー
ド・シャルレ。フランスに古くから伝わる
薬草の知恵や貴重なレシピを広めていくこ
とを自らの使命とし、ル キャレ デ サン
プルをスタートしました。修道院の薬草園

「ル キャレ デ サンプル」の伝統的なレシ
ピをもとに作られたティザン（ハーブティ
ー）やコスメティックは、心と体にやさし
く正しく働きかけてくれるはず。原材料や
製法にもこだわり、エコサートを取得して
います。

左から：
W  ティザン ビエントレ レスピラトワール（呼吸） 40g

 ¥1,365

健康に配慮したブレンドハーブティーシリーズ。美声のハ
ーブといわれるマロウやユーカリ、ミントがすっきりと香
り、のどを健やかに。
W  セル デ バン レスペラトゥア（レスピレイション）
 500ml ¥4,725

デッドシーソルト（死海の塩）にエッセンシャルオイルが
巧みにブレンドされたバスソルトで至福のバスタイムを。
W  フリクション マンスール（シェイプ） 15ml ¥4,935

植物のパワーをダイレクトに感じることができる、直接肌
に塗りこむエッセンシャルオイルブレンド。内側からリフ
レッシュしたい時に。
W  マッサージオイル 100ml ¥4,410～¥6,090

上質なベースオイルとエッセンシャルオイルを目的に合わ
せ独自の理論でブレンド。
W  ブレンドボディオイル 100ml ¥7,140

4種類の花を貴重にしたブレンドボディオイル。肌に栄養
を与えながら、他にはない繊細で上品な香りで心身をリラ
ックスさせてくれます。

コスメキッチンオリジナル
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ラクラリー
La Claree

ラクラリーとは、フランスとスイス、イタ
リアの境界に流れる美しい川のこと。野生
植物が大切に保護されているすばらしい環
境に影響を受けたローレン・ボーサンは、
地球や肌にやさしく、機能性の高い製品を
生み出すことを目指し、南フランスでラ 
クラリーを誕生させました。製品にはオリ
ーブリーフやエーデルワイス、グリーンテ
ィーなど、エネルギーに満ちたパワフルな
植物を積極的に配合。健やかで生き生きと
した輝く肌へと導きます。

後列左から：
W  インテンス フェイスセラム 50ml ￥7,875

バランスの乱れを整え、肌のバリア機能を高めます。
W  スージング モイスチャライジングミスト 150ml 

¥3,990

肌に必要な潤いを与え、保水力をアップ。
W  ラディエンス フェイスマスク 100ml ¥5,250

くすまずクリアでなめらかな肌へと導きます。
W  ジェントル クレンジングミルク 150ml ¥3,990

余分や皮脂やメイクを穏やかに取り除きハリと弾力のある
肌に。
W  ラディエンス エリクサー 15ml ¥6,983

5種類の濃縮オーガニックオイルでエイジングケア。
W  モイスチャライジング フェイスクリーム 50ml ¥5,565

なめらかでやわらかく、ワントーン明るい肌へと整えます。

プロヴァンス生まれの創始者のローレン・ポーサンは、父
親もまた自然化粧品の創始者であり、幼い頃からナチュラ
ルなアイテムに囲まれて育ちました。彼はオリーブの葉の
肌を若々しく保つ効果に注目し、自然と人々に貢献するブ
ランドを目指してラクラリーをスタートさせました。

fromCosmeKitchen
フランス発のエイジングスキ
ンケアブランド。抗酸化作用
の高いオリーブの葉エキスを
中心にパワフルな高山植物や
アロエベラエキスの働きでお
肌の老化に働きかけます。透
明感が出る！とリピートする
スタッフやお客様が多い大人
気のシンプルケアブランドで
す。

コスメキッチンオリジナル

09



インフィオレ
In Fiore

効果を実感できる化粧品を目指し、インフ
ィオレが辿り着いたのは、植物が持つ栄養
素を“活きている新鮮な状態のまま”製品
化することにこだわった特別な処方。世界
各地から集められた自然由来成分の本来の
生命力を損なわないことを優先し、どれほ
ど時間や労力がかかろうとも低温で丁寧に
抽出、さらに製品の活性力を奪う防腐剤や
漂白など一切の無駄を省きました。配合成
分は全て肌への効果に導くためのものだけ。
肌にのせた瞬間から感じられるラグジュア
リーなブランドです。

左から：
W  ヴィタール トーニングフローラルエッセンス 120ml 

¥10,080

花や果実の抽出液をベースに、植物のエキスを余すことな
くミックスしたフレッシュジュースのようなローション。
W  クレム ド フリュール  コンプレクス ルジュブネ 50ml

 ¥21,000

高い相乗作用を招く組み合わせの32成分を独自の製法で
“活きたまま”配合。科学の力では及ばない自然の叡智が、
潤い、弾力、輝き、純度、なめらかさが著しく失われた肌
に感動をもたらします。
W  トリアテ ジェントルクレンジングベース 240ml

￥8,820

トリートメント効果の高い自然由来成分を22種も配合し
たクレンジング兼洗顔料。毛穴の奥に潜む不純物やメイク
をくまなくオフし、肌を清潔な潤いで満たします。
W  ヴィサージュ ヴィタール カタリスト 60ml ¥11,550

“ジュースファスティング”の発想を応用した角質トリー
トメントマスク。角質のごわつきや毛穴や肌に潜むどんよ
り感や黄ばみのもとに、すみずみまでアプローチ。
W  ピュール フェイスオイルコンセントレ  30ml ¥8,400

肌の不純物をオフし、過剰な皮脂分泌を抑えるトリートメ
ントオイル

from
CosmeKitchen

サンフランシスコ発
の結果重

視のオーガニックス
キンケア

ブランド。全ての抽
出工程が

非加熱で行われ、肌
にのせた

瞬間に世界の最高品
質の植物

成分の生命力が強く
感じられ

ます。使ったその日
に結果が

出るブランドとして
人気です。

深い香りも病みつき
に。
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フランシラ
Francsila

ピュアな空気と土を誇るフィンランドで
300年の歴史を持つオーガニックハーブ農
園、フランシラ。その11代当主ヴィルピ・
コルミエは、激しい寒暖差や厳しい冬の寒
さも耐える生命力の強い自社農園ハーブを
使ったスキンケアブランドを、20年に渡
る研究の末に誕生させました。製品には、
美肌を育むフィト成分と、心身にバランス
をもたらすアロマ成分に加え、ホメオパシ
ー、フラワーエッセンスを配合。フィンラ
ンド生まれのパワフルな植物たちが、肌と
心にホリスティックな癒しをもたらしてく
れます。

左から：
フェイシャル ウォーター 150ml ¥5,775 

ベースとなる水に天然のローズ水を贅沢に使用した、肌
にハリをあたえる化粧水。
ビューティー クリーム 15ml ¥6,825

コーンフラワー配合の瞳の輝きを取り戻すアイクリーム。
フランキンセンスAGオイル 40ml ¥7,875

年齢を重ねた肌ほど効果をできる濃厚なオイル美容液。
フランシラピートトリートメント 500ml ¥9,975

フィンランドの森のミネラルや栄養分が凝縮された天然
の泥。ボディパックや汗をかきたい時の入浴剤に。

from CosmeKitchen
フィンランドの300年の歴史のあるハーブ園で白夜のエネルギーを受けながら育ったハーブが凝縮された製品は使うだけで癒されます。またフラワーエッセンスやホメオパシーも取り入れられており、パッケージも可愛いのでスタッフの間でも人気が高いブランドです。

歴史あるフランシラ農園では、植物の世話や収穫はすべて
人の手で行なわれます。森の澄んだ水や植物、コケからは、
酵母やミネラルが豊富な泥、ピートが生成されます。ピー
トは体の余分なものを排出して疲れを癒してくれると、フ
ィンランドでは古くから美容や健康に使用されてきました。
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シゲタ
SHIGETA

「パリで最も予約が取れない」と評される
セラピスト、チコ・シゲタが考える美しさ
とは、“人それぞれが持っている美しさを
体の中から働きかけ育んでいくこと”。シ
ゲタでは、オーガニック栽培の植物をふん
だんに使用したプロダクトを通して、使う
人の美しさを、体の内側から引き出してい
きます。ライフスタイルを変えることで、
心地よい身体や美しい肌を手に入れる……。
そんな習慣をサポートする、自分で毎日簡
単にできるセルフケアメソッドとそのため
のアイテムを発信し続けています。

左から：
W  イノセント・ピュリティー 15ml ￥6,300  

不健康な体にさよならをして、もう一度ピュアできれい
で元気な体になるためのブレンドエッセンシャルオイル。
W  AW ピュアクレンジング 15ml ¥3,465

限りなくピュアでフレッシュなダマスクローズウォータ
ーをたっぷりと配合した肌のハーンオーバーを促すクレ
ンジング。
W  バスソルト ローズダイブ 235g ¥2,625 

ミネラルたっぷりの死海の塩にローズオイルを配合。
W  AW ピュアムース 100ml ¥3,150

ローズウォーターとヒアルロン酸配合の大人のための
洗顔

from CosmeKitchen
「本当のビューティーは体の内側から」がコンセプトのトータルビューティーブランド。結果の出るセルフケアメソッドは体質改善につながり、美容効果はもちろん、身体が軽く健康的になります！新しいスキンケアアラインも好評のブランドです。

シゲタ主宰のチコ・シゲタは、パリでセレブリティたちの
ウェルビーイングコンサルタントとして絶大な支持を受け
ています。心身を健やかに導く製品には「本物」の原料だ
けを使用。フランスのラボにて新の科学技術と植物の恵み
を融合させた結果が出る製品を開発しています。
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甘くやさしい香りで気持ちを明るくしてくれるゼラニウム。バ
ランスを整える精油として知られており、女性特有の症状や更
年期の不調といったホルモンバランスや、乾燥・オイリーとい
った皮脂の分泌のバランス、落ち込みや不安感など気分のバラ
ンスを調整し健やかさへと導いてくれます。

知りたい！ ハーブの魅力
Power of Herbs!

古代エジプトのころから、医療や美容に愛用されてきたハーブ。
ジャーマン種は特に薬効が高いハーブとして知られています。
鎮痛効果や鎮静効果にすぐれており、月経周期を整えて月経痛
を鎮めたり、ストレスを和らげ心を落ち着かせてくれます。敏
感肌やアレルギーの症状全般にも適しています。

フレッシュで清涼感あふれるレモンの香りは、嗅げば気持ちが
上向きに。集中力をグンとアップされてくれると言われていま
す。抗菌・消毒力にすぐれているので、風邪の予防にも。肌を
ひきしめ清潔に保ってくれる効果も期待できます。光毒性があ
るので、使用後すぐに日光にあたるのは避けて。

かつてギリシャの学生はローズマリーを髪にさして勉強したと
いうくらい、記憶力をアップさせ、頭をシャープにしてくれる
香りです。疲れた心に活力を与え、やる気をもたらしてくれる
とも。また、肌をひきしめやハリをもたらす効果や、髪と頭皮
を健やかに保つ効果を期待できると言われています。

リラックス効果が絶大で、心を落ち着かせ安眠へと導いてくれ
るラベンダー。にきびや虫さされにも効果的で、肌に直接塗る
ことができる貴重な精油。抗菌や消毒力、肌のターンオーバー
を促す力にもすぐれています。他の精油とブレンドすると効果
が増すという不思議な力も持っています。

科名：キク科　抽出部位：花

camomile 【カモミール】

科名：フウロソウ科　抽出部位：全草

geranium 【ゼラニウム】

科名：シソ科　抽出部位：花・葉

lavender 【ラベンダー】

うっとりする甘く優雅なローズの香りは、マイナスな気分や緊
張をほぐし、幸福感をもたらしてくれます。女性ならではの症
状に効果的に働きかけてくれるため、女性のためのハーブとし
ても広く知られています。肌質を問わず、女性の肌を明るく輝
かせてくれる精油と言われています。

科名：バラ科　抽出部位：花

rose 【ローズ】

科名：ミカン科　抽出部位：果皮

lemon 【レモン】

科名：シソ科　抽出部位：全草

rosemary 【ローズマリー】
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ヴェレダは、1921年に農業・医学・教育・哲学などさまざ
まな分野で活躍した人智学者、ルドルフ・シュタイナーと医
師たちによってスイスで創業されたオーガニックコスメのパ
イオニア。一般的な有機農法よりもさらに厳格な基準をもつ、
バイオダイナミック有機農法で育てられたハーブをベースに、
植物のパワーを最大限に引き出した製品づくりを続けていま
す。また、もともと医薬品としてスタートしたヴェレダは、
信頼性の高さや品質管理の確かさもお墨付き。製品は、オー
ガニック認証制度NaTrueを取得しています。

左から：Wワイルドローズ モイスチャーローシ
ョン 100ml ¥3,990　日本人の肌のために開発
された保湿化粧水。ローズが肌を引き締め、な
めらかさとハリをもたらします。変化しやすい
大人の肌に潤いを与え、ふっくらと若々しい印
象へと導きます。／Wホワイトバーチ ボディシ
ェイプオイル 100ml ¥3,990　ヒップや太もも、
二の腕まわりの肌のざらつきのケアや引き締め
にぴったりのマッサージオイル。／Wスキンフ
ード 30ml ¥1,470　発売以来、世界中で数々の
賞に輝き愛され続けてきた、濃厚な保湿クリーム。

バイオダイナミック有機農法は、植物
の力を最大限に引き出すために化学肥
料や農薬を使用せず、天体の動きに合
わせ種まきから収穫までを行う究極の
有機農法。手作業で愛情いっぱいに育
てられた植物はエネルギッシュでパワ
フル。ヴェレダは世界にバイオダイナ
ミック有機農法が広がるきっかけをつ
くりました。

 “フィトエナジー”に満ちたオーガニック原料で、認証機関
以上に厳格な独自の基準に則り製品づくりを行うアムリター
ラ。植物のパワーを妨げないため、化学肥料や農薬を一切使
わず、オーガニックや野生の植物原料を80％以上、多くの
製品でほぼ100％使用しています。肌に不要な成分を極力い
れないために、エキスの抽出に必要な溶剤などにもこだわり
ながら、最新の研究によりパワーが認められたフレッシュな
植物エキスも積極的に使用。防腐剤を使用せずに、大量生産
ではなく少しずつコスメを製造しています。

左から：ホワイトバーチモイストウォーターセ
ット 120ml ¥3,990　白樺樹液のパワーを生か
すためエキスを薄めず非加熱にこだわった化粧
水。こっくりとしたテクスチャーで保湿力も抜群。
／ベリーズビューティーサンスクリーン 40ml 

¥5,460　合成紫外線吸収剤、酸化チタン、酸化
亜鉛を配合せずベリーと植物の力だけで作られ
たサンスクリーン。／ソフトクレイジェルウォ
ッシュ 150ml ¥4,200　高知県産の有機栽培の
柚子の香りがみずみずしい。柔らかなプルプル
のクレイが毛穴の汚れをやさしくオフ。

アムリターラのスキンケア化粧品は、
100％が天然由来成分。その植物原
料のほとんどは世界中から厳選したオ
ーガニックや野生の植物。さらに、植
物の持つパワーを最大限に引き出すた
めに、植物エキスの抽出に石油系化学
溶剤を使わず、植物性発酵エタノール
や植物性グリセリン、水などを使用し
ています。

WELEDA  ウェレダ AMRITARA  アムリターラ

Skin&Body 植物が奏でるハーモニーで肌を根本から元気にしてくれる、フェイス＆ボディブランド
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ラテン語で「真実」という意味のラヴェーラは、「すべての人
の“真実のオーガニック化粧品でありたい”」という願いから
1987年にドイツで誕生したブランド。創業以来、自然との
調和を重視し環境に配慮しながら、オーガニック栽培や野生
採取された植物をできる限り使用して、肌が本来もつ美しく
なろうとするパワーを引き出す化粧品を生み出してきました。
現在では、あらゆる人・肌質に合うケア製品を取り揃えたオ
ーガニックのトップブランドのひとつとして、世界40か国
以上の人々に親しまれています。

左から：ボディスパ アロマエチケットスプレー 

ローズ ガーデン 75ml ¥2,100　ローズ、ハマ
メリス、アロエがリフレッシュしながら、うる
おいを保ちます。気になる部分をリフレッシュ
したい時におすすめです。天然のフレグランス
としても。／Wボディスパ ボディローション ロ
ーズ ガーデン 150ml ¥1,890　オーガニック栽
培のワイルドローズやアーモンドオイル、シア
バターなどが弾力としなやかさを保ち、しっと
りとうるおいのある肌に仕上げます。贅沢な天
然ローズの香りを楽しんで。

創始者のトーマス ハーゼは、神経性
皮膚炎を患い、既存の化粧品や医療品
では治らなかったことから化粧品につ
いて勉強を開始。ラヴェーラを立ち上
げました。美しい山に囲まれるドイ
ツ・デイスターヒルズの本社にて、 有
機栽培植物を中心とした厳選原料を世
界各地の契約農園から取り寄せ、製造
から出荷まで行っています。

ビジネスの世界で活躍していた妹と美容ライターの姉。創業
のきっかけは、最高品質のローズヒップオイルとの出合い。
何世紀も前から肌の癒しと若返りに用いられてきたローズヒ
ップオイルから、よりピュアな成分だけを抽出することに成
功し、オーガニックでありながら使い心地と効果にこだわる
製品作りをスタートさせました。シンプル・ピュア・高性能
というスキンケアにおける3本柱に加え、環境に配慮した姿
勢とクールなデザインで、現代女性の心をつかみ、リピータ
ーを増やし続けています。

左から：Wローズヒップオイル 20ml ¥3,990 

トリロジーのベストセラーアイテム。種からボ
トル充填までの全工程が国際オーガニック認定。
ダメージ肌に活気を与え調子を整えます。／W

ロザビンプラス 30ml ¥5,985　ローズヒップ
オイルに、トマト、クランベリー、アサイの種
子オイルをブレンドした、エイジングケア美容
オイル。明るくハリのある肌へ。／ニュートリ
エント プラス ファーミングセラム 30ml 

¥5,670　“結果の出る”自然由来の植物成分を
ブレンドして作られたファーミング美容液。

美容ジャーナリストのキャサリンと、
ビジネスを学んだサラ。二人が環境に
配慮し、結果の出るナチュラルなブラ
ンドを目指しトリロジーを起業。主要
原料であるローズヒップは、アンデス
山脈のチリやペルーに自生するバラの
実のことで、その赤い実には、オレン
ジの約20倍ものビタミンCやリコピ
ンが含まれています。

Lavera  ラヴェーラTrilogy  トリロジー

Skin&Body
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2001年にロハス発祥の地であるコロラド州ボルダーで、創
設者ジョシュア・オニスコによりエコセントリック（生態系
中心主義）を掲げ設立されたパンゲアオーガニクス。世界約
50カ国以上から集められた最高品質のオーガニック原料を
絶妙にブレンドし、ホリスティックに働きかけ、それぞれの
肌のニーズにこたえる、上質かつ個性的なボディ＆スキンケ
アをラインアップ。フェアトレードや環境配慮も徹底。使う
だけでシンプルに大自然の恵みを感じ、地球を守り、再びそ
の恵みを大地に注ぎ込むことができるブランドです。

左から：オーガニック フェイシャルマスク
（MAG） 120ml ¥5,040　アサイや緑茶などのパ
ワフルな植物成分や、海・山のミネラルを贅沢
に配合したエイジングケアマスク。ツヤと潤い
を与えながら肌をワントーン明るく。／Wオー
ガニック ハンド＆ボディローション（CSL） 

250ml ¥3,150　良質な植物オイルにサジーや
カモミールなどの植物エキスを配合。全身をし
っとりと。／Wリップケア（RR） 7g ¥1,575　
唇を乾燥から保護して弾力をキープ。たっぷり
使える大きめサイズ。

究極の理想は「すべて土と水に還るこ
と」と主張するパンゲアオーガニクス
では、原材料の調達から製造過程、社
屋の設備など、あらゆる角度から可能
な限り環境に負担をかけないための取
り組みを実施。機械化、大量生産に走
らず、地球環境に負担をかけず、石油
を浪費せず、フードマイレージ削減す
ることを実践しています。

イスラエル出身のガミラ・ジアーが、土地に代々伝わってき
た伝統的なハーブの知識をもとに、30年以上に渡り試行錯
誤を重ねてレシピを完成させたのが、ブランドのメインプロ
ダクツである植物性100％の石けん。極上の一番搾りのオリ
ーブオイルをベースに、何種類ものハーブを配合し、高い相
乗効果を発揮させています。「汚れを落とすため」の石けんと
は一線を画し、｢肌のバランスを整える」という考え方で作ら
れているガミラシークレットの石けんは、使うことで肌を本
来あるべき健やかな状態へと導きます。

Wガミラシークレット オリジナル 約115g 

¥2,415　15種類ものハーブと植物オイルから
作られた、ガミラが最初に完成させたスキンケ
アソープ。製品のベースとなるオリーブオイル
は、ガリラヤ地方の乾燥した赤土に岩がごろご
ろと転がっている過酷な環境で育つ、シリアン
オリーブの実から絞られます。他のオリーブよ
りも実が小さく、収穫量も少ない品種ですが、
ミネラルやビタミンが豊富で良質なオリーブオ
イルが取れるため、ガミラがこだわって使い続
けている種類です。

イスラエル北部ガリラヤ地方、ペキイ
ン村に生まれたガミラは、幼い頃から
母とともに毎日山に入り、その植物の
知識を受け継ぎました。 深い緑の山々
に囲まれた肥沃な大地が広がるガリラ
ヤ地方には多くの植物が自生し、ガミ
ラシークレットのベースオイルにもな
っている樹齢何百年ものオリーブの
木々が栽培されています。

Skin&Body

PANGEA ORGANICS  パンゲアオーガニクス Gamila Secret  ガミラシークレット
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ドイツの自然療法に基づく医薬品メーカーから約半世紀前に
誕生したドクターハウシュカ。現在では、世界30ヶ国以上
で愛されるグローバルブランドへと成長を遂げています。自
社農園を中心に育てられた、天体の動きに従い種まきや収穫
を行うバイオダイナミック有機農法のハーブを、独自の“リ
ズム製法”で成分を抽出、製品へと配合します。すべての製
品はBDIHまたはNaTrueの認定を受けており、人間の肌
に備わっている自ら調子を整える働きを尊重した、生き生き
と輝きを放つ肌へと導くスキンケアを提唱しています。

左から：Wフェイスウォッシュクリーム 50ml 

¥2,520　細かいアーモンド核が毛穴の汚れを
押し出し、黒ずみまですっきりと落として透明
感のある肌に。／Wフェイスコンディショナー
100ml ¥4,200　細かいミストタイプでさわや
かなハーブの香りとともに、肌にうるおいを
与えます。 ／Wローズデイクリーム 30ml 

¥4,200　肌をしっとりと保護し、ハリを出す
乾燥肌、敏感肌、エイジング肌にぴったりの日
中用クリーム。ローズから採取したうるおい成
分をたっぷり配合した贅沢な一品。

創始者であるルドルフ・ハウシュカ博
士とエリザベート・ジークムント。博
士は、アルコールや合成保存料を一切
使わずに長期保存を可能にする、全く
新しい植物エキスの抽出技術 “リズム
製法”を開発。1960年代から現在に
至るまでバイオダイナミック有機農法
と独自の“リズム製法”で高い品質と
効果を誇っています。

繊細な日本女性の肌に合わせてつくられた国産オーガニック
スキンケアブランド。年齢を重ねるほどに若々しい肌が実感
できる、そんなスキンケアを目指し、エイジングケアに最適
な、穀物を中心とする植物成分を厳選。エネルギッシュな植
物の生命力を毎日肌へと届けることで、ぷるんとしたハリや
弾力のある肌へと導きます。なじみがよく、洗練されたテク
スチャーと豊かな香りも、オーガニックならではの魅力。原
料・処方・効果に徹底的にこだわり、全品にエコサートとコ
スメビオの認証を受けています。

左から： Wクレンジング リキッド 120ml 

¥2,940　オーガニック植物ならではの保湿成分
を配合した水ベースのクレンジング料。うるおい
を守りながら、毛穴に入り込んだ落ちにくいメイ
クも浮かせて落とします。まつ毛エクステにも使
用可能。／Wエクストラクト ローション モイス
ト 120ml ¥3,990　コメ由来の天然セラミドが
バリア機能を補い、肌本来の保湿機能をサポート。
／Wパワーセラム 30ml ¥7,560　オーガニック
植物成分が内外からアプローチして、肌にみず
みずしくピンとしたハリと弾力を与えます。

ドゥー オーガニックは国産の農産物
を積極的に使用。中でも注目したいの
は、国産有機玄米から抽出されるオイ
ルやエキス、米ぬかなど。独自成分で
ある有機玄米由来米胚芽油は玄米
10kgからわずか5gしかとれない貴
重なもの。有機栽培された国産原材料
や希少な美容成分を可能な限り配合し、
“肌への実感”を追及しています。

Skin&Body

do organic  ドゥー オーガニックDr.Hauschka  ドクターハウシュカ
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マルティナ社の理念は、植物の力を信頼して「自らの力で肌
自身の再生力を呼び起こす」ということ。素肌の輝きを維持
するために、植物の持つ力を最大限に引き出したスパゲリッ
クエッセンスを使って、バイオダイナミック有機農法で育て
られた植物や、地下14ｍからくみ上げられるバイエルンの
名水をはじめとする、高品質な天然成分だけ製品づくりを進
めることに徹底的にこだわっています。シンプルで品質の高
い製品を作り続けると同時に、創業当時から自然環境保護に
も積極的に取り組んでいます。

左から：Wシアーナクリーム 50m l ¥3,885

肌をやさしくいたわりながら、水分と油分のバ
ランスを整え、自然な働きをサポート。肌が敏
感に傾いている時にもぴったり。／Wローズク
リーム 50ml ¥4,200　アボガド油を配合した
栄養価の高いクリーム。しなやかで弾力のある
肌へと導きます。／Wローズモイスチャーミル
ク 100ml ¥4,200　アーモンドオイルやカカオ
バターが肌をやさしくいたわり、乾燥した環境か
ら肌を守りながら、ダマスクバラエキスがキメの
整った肌に導きます。メイク下地にも最適。

創設者のマルティナは、自らの外傷体
験と重度のニキビ肌に悩んでいた時に、
民間療法により植物のもつ不思議な治
癒力を体験。それをきっかけにハーブ
や化粧品についての研究をスタートさ
せました。マルティナ社はオーガニッ
ク先進国であるドイツ、バイエルン州
の深い緑につつまれた自然保護地域に
位置しています。

アルジタルは、生物学者であるフェラーロ博士が故郷シチリ
アの海泥（グリーンクレイ）に注目して開発設立したイタリ
アの老舗オーガニックブランド。ミネラルなど良質な成分を
豊富に含んだ海泥にバイオダイナミック有機農法で育った生
命力あふれるハーブと高度1200mの広大な森林から湧き出
る天然水を加え、“まるごと自然の力”を引き出すアイテムを
生み出し続けています。製品の質を高めていくだけでなく、
人と環境を尊重するという信念のもとに作り上げられたアル
ジタルは現在、世界各国で親しまれています。

左から： Wグリーンクレイペースト 250ml 

¥3,780　海泥にオーガニック植物エキスを加え
たマスク。洗い流した後は後はワントーン明る
く潤う肌に。／Wインテンシブ エキナセアクリ
ーム 75ml ¥3,675　ストレスフルな生活でバリ
ア機能が低下しがちな現代女性の肌に。慢性的
な肌荒れやトラブルを防いで自信の素肌へと導
きます。／Wグリーンクレイ歯みがき（セージ） 

75ml ¥1,890　海泥の微細な粒子が口内の汚れを
吸着する、100％天然成分の歯磨き粉。昔その葉
で歯を磨いていたと言われるセージエキスを配合。

太陽の光と地中海の風が気持ちいいシ
チリア南部のシクリの丘から、採掘さ
れるグリーンクレイ。ミネラルたっぷ
りのクレイは多孔質で肌のデトックス
にも最適。また、一つひとつ丁寧に抽
出した植物エキスをガラス瓶に入れ、
人の手で繰り返し振る独特な製法は、
植物のエネルギーを最大限生かすため
に、欠かせない作業です。

MARTINA  マルティナ ARGITAL  アルジタル

Skin&Body
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ドイツ最大のエッセンシャルオイルメーカーでもあるプリマ
ヴェーラライフ社が、約25年間、研究・開発を繰り返して
作り上げた歴史あるブランド。製品のベースとなる原料は、
吟味を重ねて世界中の生産者から直接入手したオーガニック
植物を使用。長年に渡り、高い品質を保ち続けています。ア
ンチエイジングに効果的なザクロシードオイルやネロリ、ロ
ーズなどの植物成分を贅沢に配合。クラシックなボトルに詰
まった精油トップメーカのこだわりが、透明感あふれる若々
しい印象の肌へと導いてくれます。

左から：Wスージングローション 100ml ¥3,150　
ネロリ＆カシスの香りとやわらかな感触が心地
よいマイルドなトーニングローション。贅沢に
配合された植物エキスが毛穴を引き締め、肌の
キメを整えます。／Wクレンジングミルク ネロ
リカシス 100ml ¥3,150　ミルクのようになめ
らかな感触で、クレンジングしながら肌にうる
おいを与えます。／Wアロマロールオン スウィ
ートドリーム 10ml ¥2,415　いつでもどこでも
アロマを楽しむことができるロールオン。心の
調和と深いリラックスをもたらしてくれます。

1986年の創立以来、プリマヴェーラは、
オーガニック栽培パートナーとのフェ
アトレード、そこから生まれるピュア
でナチュラルな製品の品質保証、人間
と自然への献身をとても大切にしてい
ます。化学肥料と化学農薬不使用、遺
伝子操作フリーのコンセプトにもとづ
くオーガニック栽培プロジェクトを積
極的に支援しています。

ウェリナでは、汚染の全く無い自然環境に加え、日照時間、
雨量など様々な自然のバランスが整った土壌で原材料を育て
る、無肥料・無農薬のワイルドクラフト（自然栽培・自然採
取）を採用しています。肌サイクルを正常化してくれるクク
イナッツ油、若返り成分で注目されるマカデミアナッツ油な
ど、エネルギーあふれるハワイの深い山中とハワイアン海洋
深層水から頂く、植物パワーがストレスに負けない健康美肌
へ導きます。全製品がピュア成分だから、産まれたての赤ち
ゃんにも安心してご使用頂けます。

左から： Wクリアヴェリーエッセンス 30ml 

¥4,830　無肥料、無農薬、無添加の超天然植
物美容液。 高浸透の100％天然ヒーリング保湿
成分が、肌ストレスに負けない健康な素肌美
へと導きます。／Wクリアヴェリーモイスト
100ml ¥2,520　ミネラルを豊富に含むハワイ
アン海洋深層水と天然植物からできた高保湿化
粧水。／Wキスフォータウン45ml ¥2,940　赤
ちゃんでも安心して使える美容液ベースのUV

ケア（SPF20相当）。肌に理想的な保護膜を作り
紫外線をブロックしながら潤いを。

ウェリナでは、環境汚染とは無縁のハ
ワイの森で手摘みされたマカデミアナ
ッツやククイの実を、昔ながらの圧搾
機で絞ったオイルを使用。化学的な精
製を一切行わないので自然の恵みがそ
のまま。また、水が配合されるすべて
の商品には高浸透で人間の生体水に近
いミネラル類を含むハワイアン海洋深
層水を使用しています。

WELINA  ウェリナPrimavera  プリマヴェーラ

Skin&Body
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フィッツは1972年にフランスで創立された老舗オーガニッ
クコスメブランド。100％天然由来成分で化粧品を作り続け、
フランスをはじめ、韓国、アメリカなど約25か国のオーガ
ニック・ナチュラル系エステやスパで愛され続けています。
肌本来の自然治癒力を引き立てるエッセンシャルオイルや植
物オイルは、 フランスオーガニックコスメ認定
「COSMEBIO」の厳しい基準をクリア。自然環境を尊重し、
人間と自然の調和を目指すコスメ作りは生物学者であり、自
然療法家でもある創設者の想いを体現しています。

左から：Wアクアフィッツ エリクシールイド
ラタント 30ml ￥7,350　植物性ヒアルロン
酸配合のジェル状美容液。即効性のある保湿力
で、後から使用するクリームなどを最大限に引
き立たせます。／Wマスク ルビデルム 40g￥
3,360　葉緑素が疲れた肌に元気と透明感を与
え、うるおいのあるなめらかな肌へ導きます。
／Wレ イドロネトワヤン 200g￥3,990　パル
マローザのやさしい香りが心地よい、リッチで
なめらかなミルクタイプのクレンジング。毛穴
の汚れを溶かし出し、しっとりと洗い上げます。

フランスの地中海に面するペルピニオン
から約10キロ離れたのどかな村、バー
ジュにて1972年にフィッツは誕生しま
した。生物学者であり自然療法家でも
ある創設者ジャン-ポール ロパートの
倫理観に基づき、100％天然由来、原
材料から製造工程までのトレーサビリ
ティー、地元での雇用促進や自然環境
保全を40年に渡り推進し続けています。

大地と心を意味するテラクオーレは、イタリア職人のハーブ
への深い知識と経験により育まれた、使う人のライフスタイ
ルをランクアップしてくれるオーガニックブランドです。ボ
ディケア、スキンケアはもちろんのこと、ルームフレグラン
スからフードに至るまで、枠にとらわれないラインナップは、
使う人の生活リズムにあったナチュラル＆オーガニックとの
付き合い方を提案してくれます。惜しみなく使用された植物
のみずみずしい贅沢な香りが内側の美しさを引き立て、一度
使えば手放せなくなるはず。

左から：Wダマスクローズ ディープリペア シャ
ンプー 250ml ¥2,520  エイジング悩みのある
方にもおすすめの、ハリ・コシ・ボリュームの
ある髪へ導くヘアケアライン。ダマスクローズ
ウォーターが地肌と髪をすこやかに保ちます。
みずみずしく高貴なローズの香りです。／Wジ
ャスミン＆ハニー フットクリーム 75ml ¥4,725

　保湿しながら表面をさらさらに保ち、豊潤な
香りで気になるにおいを抑えるフットクリーム。
マッサージをすることにより、むくみや冷えに
も効果を発揮。

テラクオーレの工房と蜂蜜農家がある
イタリア・ピエモンテ州の丘陵地帯。
現地の人々が数百年に渡り培ってきた
植物への豊富な知識を発展させ、思い
を込めて製品を生み出しています。各
アイテムには、イタリア全土からバイ
オダイナミック有機農法により栽培さ
れた原料を集めて、惜しみなく使用し
ています。

PHYT'S  フィッツ Terracuore  テラクオーレ

Skin&Body
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心は体に影響し、体は心のありようを支える――。種からこ
だわり育てられた何十種類もの植物を黄金律で調合したシナ
ジーカンパニーのスーパーフードは、一人ひとりに宿る“心
と体が健康になる力”を引き出します。原材料はオーガニッ
ク、野生もしくは厳重に管理された有機栽培の野菜、果実、
海藻類、キノコ類、ハーブ類のみ。植物の調和を壊さない加
工方法を取り入れることで、熱に敏感な活性成分や微量なフ
ィトニュートリエント、植物酵素なども守られたまま体内へ
と届き、シナジーを生み出します。

左から：Wピュアシナジー 354g ¥19,950　
52種類の植物を、栄養素を壊さないこだわり
の製法で加工。その人が本来持っている健康
になる力を引き出すオーガニック＆プレミア
ムホールフード。／Wベリーベリープレミア
ム　パウダー 120g ¥7,200　17種類の果実
の恵みを凝縮。中からキレイをサポートします。
／Wヴァイタシナジー・ フォー・ ウーマン 

120粒　¥9,980　女性のリズムの調整に有用
なハーブにフラワーエッセンスをプラス。身体
の機能と心の健やかさを整えていきます。

創始者のミッチェル・メイ。心理学博
士であり植物学に造詣が深い彼は、
10年以上の時間をかけ究極のブレン
ド「ピュアシナジー」を完成させまし
た。シナジーカンパニーの本部は、周
囲を山々に囲まれた赤土の土地、ユタ
州モアブあり、米国オーガニック認証
の自社工場にて風力発電エネルギーに
よって製品を生産しています。

思わずジャケ買いしたくなるほど、かわいいアナグマのパッ
ケージが印象的なバジャー。アメリカの自宅のキッチンから
始まったファミリーブランドならではの心温まるデザインで
す。実はバジャーとは英語で「アナグマ」のこと。アナグマ
欧米では家族愛のシンボルとされています。もちろん、パッ
ケージだけでなくアイテムのスキンケア効果も抜群。天然ハ
ーブや上質なオーガニックバージンオリーブオイルをベース
に生み出されるアイテムは、赤ちゃんからお年寄りの方まで
楽しめる本格オーガニックコスメです。

左から：Wキューティクルバーム 21g ¥1,365

素材のすべてがオーガニックというこだわりの
バーム。爪をつややかにし、爪まわりの乾燥や
ささくれも防いでくれます。／Wデリケートバ
ーム 21g ¥1,365　ほのかなカモミールとカレ
ンデュラの香り。赤ちゃんや敏感肌におすすめ。
すべてオーガニック成分で、肌にとてもやさし
く作用します。 ／Wリラックスバーム 21g 

¥1,365　リラックス作用のある香りがブレン
ドされた、夜おすすめのバーム。緊張やストレ
スをゆるめてくれる穏やかな香りです。

ニューハンプシャー在住のホワイト一
家が営むバジャーは、家族全員が安心
して気軽に使えるブランドを目指して
スタートしました。製品や製造、社屋
までが徹底して環境に配慮されており、
使用する植物はすべてオーガニック認
証のもの。製品も、化学薬品を一切使
わずに製造しており、 アメリカの
USDA認証を取得しています。

Inner Care心を体を内側からサポートするブランド

THE SYNERGY COMPANY  シナジーカンパニーBADGER  バジャー
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MiMCは商品コンセプトに合わせ世
界中から集めた最高級ミネラルを採用。
研究し尽くされたベストな比率で処方
を組んでいます。ミネラル以外の全て
の成分にもこだわりをもっており、例
えばフルーツオイルなら、コールドプ
レス製法を用いて「抽出」や「合成」で
はない、生の果実をまるごと絞ったホ
ールエキスを使用しています。

スキンケア成分とミネラルだけのメイクアップアイテムで、
“肌に負担をかけず、メイクすることがスキンケアになる”
という発想で作られているMiMC。全製品がクレンジング
不要で洗顔料だけで落とせることも魅力です。また、若い肌
には多く存在していても年齢と共に減少してしまう、いわゆ
る「美肌成分」を、ピュアに肌に負担のない形で配合するこ
とにもこだわっています。厳選された天然の成分のみを採用
しながら、メイクアップアーティスト監修のハイパフォーマ
ンスなカラーや質感を実現しています。

左から：スーパーミネラルパウダーサンスクリ
ーン SP50PA+++ クリアホワイト・フレッシ
ュベージュ 10ml ¥6,300　毎年進化しながら春
夏限定発売される、大人気のサンスクリーン。
ミネラルパウダーと植 物スキンケア成分のみの
処方ながら紫外線をしっかりブロック。／ミネ
ラルエッセンスモイスト DR SPF25 PA++  

10g ¥6,090　成分はミネラルと美容液成分だけ。
手軽に光沢のあるシルクのような肌に仕上がり
ます。肌を美しく見せることはもちろん、オメ
ガ3などの美容液成分で肌を乾燥から守ります。

女の子らしいピュアな色彩と繊細な質感で「まるでドルチェ
のようなメイク」を提案する日本生まれのコスメ、ナチュラ
グラッセ。天然のミネラルとオーガニック植物が、使うたび
に素肌に潤いを与えます。毛穴をふさがない軽いつけ心地で
肌へのやさしさも抜群。その品質はモンドセレクションを受
賞するほど。カラフルでつややかな彩りや、繊細な質感のす
べてが自然素材です。食べられそうなほどマイルドな原材料
とこだわりの安心処方のナチュラグラッセなら、メイクの楽
しさと肌へのやさしさを実感できるはず。

左から：Wファンデーション ピュレ トリートメ
ントリキッドファンデーション SPF25 PA++ 

YE1 20ml ¥3,990　軽やかなつけ心地と高いス
キンケア効果。／Wカラ―コントロール ピュレ 

トリートメントカラーメイクアップベース 

SPF30 PA++ VI 20ml ¥2,940　色ムラを補正
し皮脂バランスを整え、一日中透明感あふれる
肌をキープ。／Wメイクアップ クリーム オール
inワンベース SPF30 PA++ CB  25ml ¥2,940　
オーガニック植物成分をふんだんに配合した、
ナチュラル版BBベース。

オーガニック植物とミネラルの力を活
用しながら、より安全で高い品質をも
つ、現代のライフスタイルに合わせた
アイテムを生み出したいという思いか
ら、ナチュラグラッセのアイテムは日
本の工場で製造されています。メイク
の満足感、パッケージのデザイン性や
使いやすさなど、機能性や完成度にも
こだわっています。

Make Up

naturaglace  ナチュラグラッセ MiMC  エム・アイ・エム・シー 

ミネラルや花々が肌をやさしく美しく彩ります
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厳選されたオーガニックの草花をベースに、エッセンシャル
オイル、ビタミン、ミネラルを加え、天然成分のみを原料と
したカラフルなメイクアップアイテムを生み出しているZuii。
特に花びらを乾燥させ、粉砕したパウダーをミックスしたア
イテムは、フローラを含んでおり、鮮やかなだけでなく、肌
への“癒し”になっています。約80もの多彩なカラーととも
に、肌の活性化、保護、改善を考えるZui iは、メイクしな
がら肌を“癒して”くれる、花の生命力にあふれたスキンケ
アカラーコスメです。

左から：Wフローラパウダーファンデーション
アイボリー 10g ¥4,725　高いカバー力を誇
るパウダーファンデーション。オーガニックロ
ーズに含まれるビタミンCによって肌に水分の
バリアをつくり、ダメージから保護して若々し
い印象に。／Wフローラリップスティック カ
シミア 4.0g ¥3,360　落ちにくく、クリーミ
ーな発色となめらかな仕上がりが特徴のリップ
スティック。配合されたホホバ油、ひまわり油、
アロエヴェラなどの植物成分が、唇のあれを防
いで魅せるリップを演出します。

自然の豊かさに恵まれ、独特で珍しい
植物に囲まれたオーストラリア、ゴー
ルドコースト。
降りそそぐ太陽と自然の恵み豊かなオ
ーガニック先進国であるこの地で
Zu i iは誕生しました。Zu i iの製品は、
世界で最も厳しいオーガニック認証
（OFC）を取得しており、高い安全性
と確かな品質を誇ります。

肌の色調を整えるのと同時に、スキンケア効果も果たしてく
れるミネラルコスメブランド。肌によくないと考えられるも
のは配合せず、均等にミクロ化されたフラットな形状のミネ
ラルパウダーで、光を乱反射し、高いカバー力を実現しまし
た。肌に負担をかけることなく、自然な美肌に仕上がり、毛
穴を塞がないので、敏感な肌の方でも安心です。肌に栄養を
与えケアしながらメイクを楽しめるジェーン・アイルデール
は、スキンケアとメイクアップの境目をなくした、ミネラル
スキンケアメイクアップです。

左から：リキッドミネラル　アンバー 30ml 

¥7,770　ジェーン・アイルデール独自の技術で
カプセル（リポソーム） にスキンケア効果をしっ
かり閉じこめました。閉じこめ美容液とファン
デーションを融合。天然成分が、肌本来のツヤ
とハリを蘇らせ健やかに保ちます。／アメイジ
ングベース SPF20 アイボリー 10.5g ¥7,140　
ルースタイプの高機能ファンデーション。ミネ
ラルパウダーの効果が自然なツヤや透明感、そ
してみずみずしさを肌にもたらたします。軽い
つけ心地で、繊細な肌質の方も使用できます。

創始者のジェーン・アイルデール。映
画プロデューサーであった彼女は、仕
事柄、肌に起こるトラブルが心にまで
大きなストレスを与える事を知り、ス
キンケアとメイクアップの融合という
革新的な製品作りに挑みました。ミネ
ラルが脚光を浴び始める前からその安
全性と機能性に着目したミネラルコス
メの先駆者です。

Make Up

jane iredale  ジェーン・アイルデールZuii Organic  ズィー オーガニック
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ネイチャーズゲートは植物の機能性についての研究・開発
を30年以上続けているアメリカで人気のブランド。ヘアケア、
スキンケア、オーラルケアなど幅広いラインアップを誇り、
製品はナチュラル＆オーガニック分野で数々の賞を受賞し
ています。ナチュラル分野の先駆者としても知らており、
年間4万時間以上を研究に費やし、あらゆるお客さまのニー
ズに応えるための2,000以上ものナチュラルプロダクツの製
法を開発してきました。自然や人に必要でないものを排除
した高品質かつ使いやすい製品をポリシーとしています。

左から：Wネイチャーズゲート オーガニクス シ
ャンプー（PR） 354ml ￥1,890　リッチなオー
ガニック成分で熱や乾燥から髪をしっかりと保
護するシャンプー。／Wネイチャーズゲートシ
ャンプー（PS） 532ml ¥1,470　カラーリング
をしている髪に適したスペシャルブレンド。サ
ンフラワーとグレープシードの相乗効果で色あ
せを抑え美しい発色へ。／Wネイチャーズゲー
ト モイスチャライジング ミルクローション
（PS） 532ml ¥1,932　７つの保湿成分で潤いに
満ちたベルベットのようなボディに。

ネイチャーズゲートのアイテムに配合
されているオーガニック認証成分は、
本拠地であるカリフォルニアのオーガ
ニック自社農場で一つひとつ丹念に手
間ひまをかけて育てられた植物から得
られたもの。自社農場では、植物の栽
培にカリフォルニア・シエラネバダ山
脈から流れ出る冬の雪解け水を利用し
ています。

1972年、環境保護先進国デンマークでオーガニック食品会
社としてスタートしたウルテクラム。現在では、ヘアケアや
ボディケア、オーラルケアなど、オーガニックライフをトー
タルにサポートするファミリーブランドとして高品質の製品
を取り揃えています。「肌の洗浄、ケアするものは、食べ物
と同様、身体の隅々にまで行き渡るもの」という基本理念に
基づき、毎日使うデンタルケアも発泡剤や防腐剤を一切使用
せず、植物の殺菌力や消臭力を最大限に引き出した安全性の
高いシンプルな製品を提供しています。

左から：ノルディックバーチ シャンプー（ド
ライ）245ml ¥1,680　ノルディック地方に生
息する白樺の恵みを凝縮。スギナが乾燥によ
る枝毛や切れ毛を防ぎます。髪の乾燥やパサ
つきが気になる方に。／Wローズシャンプー 

250ml ¥1,680　長年の研究により生み出さ
れた技術を用いて抽出した良質のハーブエキス
による植物ブレンドが、髪や頭皮に積極的に働
きかけます。／Wユーカリ歯磨き 75ml ¥945　
ユーカリのスーっとした香り。殺菌・消毒作用
に優れています。口内のトラブルの予防に。

設立当初より厳選した原材料や自然の
力、伝統的なハーブ処方にこだわり続
けるウルテクラムは、エコ活動にも積
極的に取り組んでいます。工場で使用
するエネルギーやヒーティングシステム
は、風力や自然素材を使用。2000年
には、世界で初めてISO14001（PDCA

サイクルによる継続的な環境改善シス
テムの実現）認定を受けました。

Hair & Body

URTEKRAM  ウルテクラム Nature's Gate  ネイチャーズゲート

ハーブや植物オイルでトータルケアを叶えるブランドたち
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日本生まれのメイド オブ オーガニクスは、肌と心を満足さ
せるオーガニックのセレクトスペシャリティブランドです。
品質・効果・香りのすべてにおいて優れたオーガニック製
品を提供するために、メーカーを1つに限定せず、世界各国
から最適なメーカーを選び、日本人の嗜好に合うようカス
タマイズしています。
特に、人気のトゥースペーストは食後のデザートのように
美味しく、独特の苦みを感じさせない上に、香り高いハー
ブの香りを残したまま口内環境を整えます。

左から：Wメイド オブ オーガニクスDEロー
ルオンビタミンC + + レモン 70m l ¥1,575　
ビタミンCの含有量が果物の中で最も高いと言
われるカカドゥプラムエキスを配合したローシ
ョン。エチケット対策に。／バスミルク ゼラ
ニウム 125ml ¥1,575　イライラや不安、気
分の落ち込みを和らげ、心のバランスを整えて
くれるゼラニウム配合のバスミルク。／Wホワ
イトニング トゥースペースト 75g ¥1,470　
発泡剤を含まないオーガニック歯みがき。バン
ブーパウダーやシリカなどの天然成分を配合。

メイド オブ オーガニクスでは、でき
る限りオーガニック成分の配合率が高
く、安全性に優れたオーガニック製品
を、世界中から厳選。セレクトの際に
は、各国の主要なオーガニック認定機
関の認証を取得していることを前提と
しつつも、認定機関ごとに基準が異な
るため、必ず全成分一つひとつをチェ
ックしています。

ラ・カスタは1996年に日本で生まれた、ヘアケアに定評が
あるアロマビューティブランドです。日本人女性のためにつ
くられた国産ブランドとして、あづみ野の“庭園工場”で、
日本人女性の体質や好みに対応する製品づくりを続けていま
す。欧米人と比べ水分量が少なくパサつきがちな髪質やキメ
が細かく敏感な肌質などに合わせた植物成分を配合すること
で、日本人女性の美しさをより際立たせる、つやつやと内側
から輝く髪や肌へと導きます。精油を独自ブレンドした、心
地よく使い続けられるオリジナルアロマも特徴的です。

左から：Wヘアマスク35 230g ¥2,100　パ
ーマやヘアカラーで特に傷んだ髪をオーガニッ
ク植物成分やアボカドオイル、シアバターがし
っとりうるおいのあるつややかな髪に仕上げま
す。心も髪も輝かせるヘアトリートメント。／
ヘアソープ48 300ml ¥2,100　オーガニック
植物成分をはじめとするハーブエキスが、いき
いきとした頭皮に整えながら、ハリ・コシのあ
る若々しい髪に仕上げます。ジャスミンやネロ
リを主としたフローラルハーブの香りが身も心
も深いリラックスへと導きます。

北アルプス山麓の信州あづみ野にある
ラ・カスタ製造工場。化粧品の主成分
である水にもこだわり、日本女性の髪
や肌になじむ北アルプスの天然水を地
下からくみ上げ配合しています。さら
に、自社農園で無農薬栽培されたエキ
ナセアのエキスを使用するなど、一切
妥協のない品質と安全性を有する製品
を真心を込めてつくっています。

Hair & Body

La CASTA  ラ・カスタmade of Organics  メイド オブ オーガニクス
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世界中から厳選されたブランドが揃っているので毎回発見があ
って面白く、ショップにはついつい長居してしまいます。ナチ
ュラル・オーガニックブランド初心者でも楽しめますし、友人
へのギフト選びにも最適で、いつも利用しています。

新井ミホ／La Carpe代表　ビューティディレクター。「肌・食・住」をテーマに、
女性が自然体で美しく健康に年を重ねるためのナチュラル・オーガニックライフを
提案。ナチュラル&オーガニックライフのPRサロン「Maison de La Carpe」を
2012秋にオープン。

ユメドリーミング 
エキピュリアン
20ml  ¥2,100

グロスジェル

ベタつくことなく自然なツヤ
を演出できるオイル状のジェ
ル。スタイリングが苦手でも
このジェルを使うと上手にま
とめることができます。ネイ
ルや甘皮のケアにも使えるス
グレモノ。

ローズ ド マラケシュ
200g  ¥2,310

ヴェルヴェーン
シャンプー

ミネラル豊富なガスールが頭
皮の毛穴をケアしてくれるの
で、髪にハリが出てツヤツヤ
に。ヴェルヴェンヌと11種類
の植物の上品な香りが浴室中
に広がり、一日の疲れをオフ
してくれます。

たくさんの商品や可愛いディスプレイで、どのお店を覗いても
楽しくてワクワクします。多くの方がオーガニックなアイテム
をより身近に、カジュアルに感じられるようになったのはコス
メキッチンの存在があるからだな～と感じています！

岡村貴子／日本第一号オーガニックコンシェルジュ。植物療法士（AMPP認定）。
オーガニックを通じて食、環境からライフスタイルまでその魅力と楽しさを伝え
る案内人。阿蘇山の大自然と南青山の都会との二重生活を実践中。

フェイス＆ボディバーソープ アビーロード
モクサオーガニック
￥1,470

体を包み込むように洗える、
やわらかな泡と香りが大好き
です。サンスクリット語で「解
放」を意味するモクサはその
名の通り精神も緊張した神経
も緩やかに解きほぐしてくれ
る気がします。

ミネラルカラーチーク
MiMC
 ¥3,360

MiMCのアイテムは、カラフ
ルで種類も豊富なので重宝し
ています。スキンケアは肌へ
の相性を重視して選ぶように
していますが、メイクに関し
ては遊び心も満たしてくれる
ものを愛用しています。

Takako Okamura

アムリターラ
160ml  ¥3,150

クリーミー
ホイップソープ

プッシュするだけできめ細か
い泡が出てくるので便利です
ね。洗いあがりがとてもすっ
きり。汚れもしっかり落とし
てくれます。洗っている時に
ふんわり漂うローズマリーの
香りも◎

オーガニック
フェイシャルトナー（RS）
パンゲアオーガニクス
120ml  ¥3,990
クセがない香りがお気に入り
の理由。このトナーはメイク
前の毛穴のひきしめやベース
のふき取り用に使っています。
モデルさんたちもこれを使う
と「香りが気持ちいい！」と喜
んでくれます。

スキンケアをはじめお茶や洗剤などナチュラルな
アイテムが揃っているので定期的に通ってチェ
ックしています。オーガニックコスメを使うとモ
デルさんたち喜んでくれるので、コスメキッチン
はなくてはならない存在です！

MICHIRU／メイクアップアーティスト＆ビューティディレクタ
ー。渡仏、渡米を経て現在は国内外の雑誌、広告、ショーなどの
メイクを手がける。肌、心、体のインナービューティも提案。

MICHIRU

Miho Arai

コスメキッチンを愛するみなさんの、お気に入りをご紹介！We    CosmeKitchen
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ミネラルサンスクリーン　パウダー
アリマピュア 
SPF32PA＋＋  ¥5,040

粒子の細かいパウダーで、肌
にのせていてもつけている感
じがしないのがお気に入りで
す。軽いけど肌をきちんと整
えてくれるから、ちょっとし
た外出ならこれひとつでOK
なのもうれしい。

カレンドラ ケアクリーム　
ヴェレダ
25g  ¥1,470

メイクさんに「肌荒れの時に
いいよ」と聞いて以来の愛用
品。カレンドラのクリームは
いろいろあるけど、私にはこ
れが一番合うみたい。トラブ
ル時のレスキューアイテムと
して使っています。

サニーサンスクリーン
SPF35

エピセンシャル
118ml  ¥3,150

まだ小さな赤ちゃんがいるの
ですが、子供は肌がデリケー
トなので、刺激が少なく紫外
線からきちんと肌を守れるこ
ちらのシリーズは安心。マッ
サージにはヴェレダのオイル
を使っています。

バイタミックス
VITAMIX  
¥79,800

スムージーやスープ作りに便
利に使っています。野菜やフ
ルーツの種や皮もなめらかに
してくれ、夫もバイタミック
スで作ったものは喜んで飲ん
でいます。

パンゲアオーガニクス
250ml  ¥2,625

さっぱりと全身を洗い上げて
くれつつ、その後のボディク
リームなどが必要ないほどの
保湿力が魅力。バスルーム中
に広がるさわやかなハーブの
香りも◎　家族全員で愛用し
ています。

ゴールデンウィート 
クレンジング シャンプー
ジョバンニ　250ml  ¥1,890

頭皮ケアの一環として取り入
れているシャンプー。安心の
植物由来成分で頭皮と髪をし
っかりと洗えます。メンソー
ル入りですっきり感も抜群。
使い続けるうちに、髪にコシ
とツヤが出てきました。

Sadahiro Nakamura
コスメキッチンは代官山店オープン当初から通
い続けているお気に入りのお店。ラインナップが
幅広く、ユニセックスで使えるものが多いのもう
れしいですね。これからも楽しくてこだわりあふ
れるショップであり続けてほしいです。

中村貞裕／トランジットジェネラルオフィス代表取締役社長　
「ファッション、音楽、デザイン、アート、食をコンテンツに遊
び場を創造する」をコンセプトに、話題の遊び場を創造すべく精
力的に活動中。

Rie Miyamoto

コスメキッチンを訪ねれば、身の回りのものすべ
てを揃えられるのでとっても便利。思わず手に取
りたくなるようなユニークなものや、気軽に取り
入れられそうなアイテムがずらりと並んでいて、
行けば必ず新たなお気に入りに出合えます。

市川麻衣子／「WJKW」「ethereal」デザイナー。スポーツ＆ラ
イフスタイルブランド「a n i m a」ディレクター。スポーツを通
じて社会貢献を行う「NPO法人ONENESS! project」副理事。
ライフワークはサーフィン。

ナチュラルなものやオーガニックなものが好きなので、コス
メキッチンはとてもありがたい存在。渋谷や代官山、原宿な
ど店舗が便利なところにあるのもうれしいです。店員さんと
の会話も楽しくいつもいろいろ勉強させてもらっています。

宮本りえ／数多くのファッション誌や広告、国内外のコレクションなどで幅広
く活躍する人気モデル。近年では、映画や舞台への出演や音楽活動にも取り組
み、活動の場を広げている。特技は日舞。 Maiko Ichikawa

オーガニック 
シャワージェル（LC）
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アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで
2007年に誕生したザ・プロダクトは、リ
ップやボディ、ネイルなどにも使用できる、
オールマイティーなオーガニック＆ワイル
ドクラフテッドのヘアワックス。髪に潤い
を与えながら、弾力のある流れを作り、根
元から集中ケアします。成分はスキンケア
バームそのままなので、ヘアスタイルを整
えた後の手は、洗うことなくそのままリッ
プやハンドのケアに使うことができます。

プロダクト 42g ¥2,079　シアバターとアロエをベース
に作られたヘアワックス。 髪の毛、肌、爪、リップまで
すべてケアできるマルチオーガニックバームです。

ビタミン、ミネラルを豊富に含
む新鮮なアロエベラの葉からフ
レッシュなジェルを抽出。農場
横に工場をつくり、収穫から圧
搾までを短時間で行うことによ
り、植物の有効成分を活きたま
まの状態で保ちます。

The Product
ザ・プロダクト

Brand List コスメキッチンに並ぶ、世界各国の実力派たち

肌が過敏になることの原因のひとつが、化
学合成製品の使用であることに気づいた創
始者のセルシ・リッチフィールドは、皮膚
や体に害を及ぼす可能性がある化学成分を
できるだけ排除した安全で高品質のスキン
ケアを求めて開発を始めました。イギリス
生まれのオーガニックボタニクスは、心と
体の健康と美容の促進に注目し、アロマテ
ラピーの効用をふんだんに取り入れたパワ
フルな癒しのスキンケアです。

ジェントルディープ クレンジングミルク 200ml ¥5,250　
ベタつかず軽いテクスチャ－でメイクや汚れをしっかり落
します。キメや皮脂バランスが整い、潤いをキープ。

オーガニックハーブを用いて、
伝統的な製法でオイルやエキス
を抽出。植物のもつ栄養分やビ
タミンが失われないよう未精製
のものを使用。製品は英国ソイ
ルアソシエーションの認定を受
けています。

Organic  
BOTANICS
オーガニックボタニクス

バーツビーズはハチミツ職人がこだわり抜
いて選んだ天然由来成分で作られた、甘い
香りが人気のナチュラルトータルケアブラ
ンド。1984年にアメリカ東海岸で創立し
て以来、ハチミツがもたらす美容成分から
150以上の製品を生み出しています。ザク
ロやペパーミントといった植物や果物を自
然のまま加工せず、みずみずしい栄養素と
ともに製品に配合。フレッシュな香りとテ
クスチャーも魅力です。

Wビーズワックスリップバーム アサイーベリーリップバ
ーム ハニーリップバーム 各4.25g ¥472　しっとりとし
たつけ心地で唇にみずみずしい潤いを与えてくれます。

バーツビーズは製品の約95％
がアメリカ ノースカロライナ
州のダーラムにある自社工場に
て製造されています。様々な実
験を通し、高いナチュラル基準
を満たす良質な製品を開発し続
けています。

BURT'S BEES
バーツビーズ

エフェクティブ オーガニックはオーガニ
ック先進国イギリスで生まれたエイジング
ケアブランド。肌質改善効果に優れた漢方
や植物成分に最新エイジングケア成分を融
合することで生まれた、スピードとパワー
が自慢。厳しいオーガニック基準をもつ英
国のソイルアソシエーションに認められた
エッセンシャルオイルが、イメージや気休
めではないアンチエイジングをエネルギッ
シュにサポートします。

クレイジー・ダメージド・ヘア　ヘアシャンプー 250ml 

¥2,940／クレイジー・ダメージド・ヘア リペア・トリー
トメント　250ml ¥3,675　傷んだ髪の修復に最適。

エフェクティブ オーガニック
では最も厳しいオーガニック基
準で育まれたハーブとエッセン
シャルオイルを追求。ソイルア
ソシエーションの認定を受けた
植物や日本古来の漢方など配合
しています。

エフェクティブ オーガニック

effective organic
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「ママと赤ちゃんに本当に安心して使える
商品を届けたい」「自然に存在する素材、
原料かつ食品グレードのオーガニック成分
で商品をつくる」「有害な成分を一切使用
しない」という想いをコンセプトに誕生し
たコアラベビー。すべての工程で安全性や
環境性に配慮し、商品の全成分に対して、
何パーセントが食品グレードのオーガニッ
ク認定を受けているのかを公開している本
格オーガニックベビーケアです。

オーガニックラブアバブマッサージオイル 100ml ￥3,675

赤ちゃんの保湿やママとのリラックスタイムに最適なベビ
ーオイル。良質な植物油を使用しておりベタつきません。

製品には有機栽培の元気な畑か
ら採れたカモミールやカレンデ
ュラなどの植物エキスを配合。
全アイテムが100％ナチュラル、
全製品の98％以上が食品グレ
ードのオーガニック認定成分を
使用しています。

コアラベビー

KOALA　Baby

タウトロッフェンは「自然と調和し、安心
で心地よい化粧品を使いたい」というお客
さまの願いに応えるため、食品レベルのオ
ーガニック製品を生み出すべく1980年に
ドイツでスタートしたブランドです。現在
では、世界5カ所で古代より美容に用いら
れてきた伝統的なハーブを配合したフェイ
ス＆ボディケア製品をラインアップ。香り
やテクスチャーを通して世界を旅する気分
と自然の恩恵を堪能して。

Wローズシャワーエマルジョン 200ml ¥1,680　ダマスク
ローズの贅沢な香り。シャワーの間も、やさしくすっきり
洗った後も、アルガンオイルが、お肌をしっとりと保ちます。

タウトロッフェンでは植物の本
来もっている力を最大限に引き
出す“太陽浸出法”を採用。ハ
ーブの全草を浸したオイルを4

～6週間太陽光にあて、昼夜の
温度差や自然のリズムでゆっく
りと熟成させます。

TAUTROTFEN
タウトロッフェン

ヘアサロン「TWIGGY」のオリジナルブラ
ンド、ユメドリーミングエピキュリアン。
サロンオープン以来、美しいカットライン
を追求し続けてきた中で感じたのは、髪の
美しさとは、心身とつながっており、自身
が持つ生命力は、自然界の健康ともつなが
っているということ。「自然」とつながる「自
身」を改めて発見するため、製品は自然由来
の植物成分だけを使用。働くスタッフの手
荒れも改善されました。

エピキュリアン シャンプ ノーマル 220ml ¥3,675　国産
無農薬のダマスクローズウォーターを贅沢に使用。水分の
ヴェールに包まれたような豊かな潤いのある頭皮と髪へ。

人 気 の 老 舗 ヘ ア サ ロ ン
TWIGGYから誕生したこだわ
りのヘアケアシリーズ。人間本
来の“自然治癒力”に着目し、
国産の植物由来原料にこだわり
製造。製品はすべて、髪はもち
ろん全身への使用が可能です。

ユメドリーミング エピキュリアン

サラハップ

「スキンケアのようにリップだってケアし
て美しく見せたい」という創始者サラの想
いから誕生したリップ専門ブランド。球状
の天然素材のやさしいスクラブ粒子が、唇
の縦じわに入りこみ、古い角質や口紅など
の汚れを取り除いて、唇をなめらかに整え
ながらナチュラルで美しいトーンを引き出
します。デートや特別なお出かけの日はも
ちろん、毎日のリップケアにユニセックス
で使えるプロダクトです。

リップスクラブ　ブラウンシュガー 30g ￥3,780　シリ
ーズの中で人気No.1のブラウンシュガー。甘い香りとと
もに、唇の乾燥、しわ、薄い皮膚はがれにアプローチ。

子供の頃からサマーキャンプに
ヘアドライヤーを持っていくほ
どビューティコンシャスだった
アメリカンガール、サラ。自身
が使いたい究極のコスメを目指
し自宅のキッチンでリップスク
ラブを作り始めました。

sara happ

Brand List
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Epicurean
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サロンクオリティの仕上がり、植物由来成
分100％の原料、毎日使える手ごろな価格
…これらすべてを満たすヘアケアブランド
として、1998年スタートしたオーストラ
リアンオーガニクス。全体の50％に配合
されたヨーロッパシラカバ、カミツレ、フ
ユボダイジュのオーガニック認証植物エキ
スが、「今ある髪」と「未来の健康で美しい
髪」の両面からケアします。カラフルなパ
ッケージも、バスルームにうれしい。

Wシャンプー ダメージヘア用 250ml ￥1,470　オーガ
ニック植物成分やビタミン類が髪を健康的に整えながら必
要な栄養を与えてケア。すっきりとしたハーバルな香り。

ベジタリアンの家庭に育った創
業者夫婦が、肌や頭皮への安全
性が高く、地球上の生物、環境
にやさしい成分にこだわりまし
た。手にとりやすい価格で、サ
ロンのような仕上がりを実現さ
せています。

ジュースビューティは、サンフランシスコ
郊外の小さなオフィスで、ナチュラルライ
フにこだわる二人の女性が始めた、画期的
なオーガニックスキンケアブランドです。
オーガニック認定のない水の代わりに、
100%認定オーガニックフルーツジュース
を製品のベースに使用するため、全製品の
オーガニッック含有率が86%から最高
95%に。ふんだんに使われたフレッシュ
ジュースが、肌と心を癒してくれます。

Wハイドレイティング ミスト 200ml ¥5,040　厳選され
たフルーツ由来のオーガニックジュースが、肌本来の保湿
力をひきだします。日中の乾燥ケアと気分転換にも最適。

ジュースビューティでは100%

オーガニック認定の26種類も
のオーガニックフルーツジュー
スを使用。贅沢に使用されてい
るフルーツジュースが、朝には
さわやかな活力を与え、夜は疲
れた心身を癒してくれます。

「忙しくてめんどくさがりの女性たちへ」
と開発された、ハンド＆ネイルケアブラン
ド。上質な香りと使い心地にこだわり、目
に見える結果を約束。うれしいサプライズ
が散りばめられたアイテムは、触れている
だけで元気をくれハンドケアが楽しくなり
ます。厳選されたオーガニック原材料とこ
だわりの製法も魅力。女性が蝶へと美しく
羽ばたく（羽化＝uka）のを徹底的に応援
してくれるブランドです。

Wネイルオイル ニイヨンヨンゴ5ml ¥3,150　忙しくて
も簡単に楽しく使うことができるネイルオイル。素早く塗
れるミニロールオン型で、携帯しやすいコンパクトボディ。

トータルビューティーを叶えて
くれるサロン、ukaより発信さ
れるアイテムは、原料はオーガ
ニック素材を使用、ケミカルな
添加物は不使用でありながら、
使いやすくひねりの効いたもの
ばかり。

ゾネントアは、「健康で幸せな暮らしのため
の最良のレシピは、自然が持っている」と
いう理念のもと、オーストリアやチェコの
自社農園の植物で作るバスハーブやハーブ
ティ、蜂蜜などを世界45カ国以上に輸出
しています。ゾネントアの農園では、農薬
や化学肥料を使わないバイオダイナミック
農法により、月の運行に従って植物を栽培。
製作工程、包装まで化学処理を一切しない
姿勢を貫いています。

月のお茶 上弦のお茶 20袋入り ¥882　月の満ち欠けに合
わせてハーブを調合。こちらは新月から満月までにぴった
りなお茶。午後3時から7時に飲むのがおすすめ。

創始者のヨハネス・グートマン。
生まれ育ったヴァルトフィアテ
ル村を活性化させるため、約
25年前に仲間とともにオーガ
ニックハーブの栽培に挑戦。現
在、世界中で愛されているゾネ
ントアの礎を作りました。

juice BEAUTY
ウカ

uka australian organics
オーストラリアンオーガニックス ゾネントア

SONNENTOR
ジュースビューティ

Brand List
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Wフェイス＆ボディ バーソープ アマゾン レモン 184g 

¥1,470　レモン、ライム、バニラの香りをブレンド。柑橘
系の香りとほのかな甘さが魅力。リフレッシュしたい時に。

ソーダサンは、原料の栽培から製品が自然
に戻るまで、人にやさしく環境を汚さない
洗剤を作りたいとの思いから、1982年ド
イツで設立されました。最初のエコ洗剤を
開発して以来、環境を守ることはもちろん、
使いやすく汚れ落ちのよい洗剤を地道に研
究。本国ドイツでも環境への配慮と使用感
のよさが認められています。固形石けんや
液体ソープ、洗濯用洗剤や食器洗剤など、
全製品がアレルギーテスト済です。

Wローズソープ 300ml ¥840　高品質のオリーブ油配合
で肌をなめらかにしっとりと洗い上げ、うるおいを与えま
す。優雅で華やかな香り。

農場が点在し、美しい田園や運
河が広がるドイツ北西部の町、
ウプレンゲン。その地でケルシ
ュティン・シュトロムベルグと
ヨーゲン・ハックが自然を汚さ
ない洗剤をとソーダサンをスタ
ートさせました。

モクサとは、サンスクリット語で“解放”の
こと。モクサ オーガニックは、自然、環境、
全ての生命を尊重。地球のよりよい未来の
ために、原料、パッケージ、全製造工程に
こだわりと熱意をもったフロリダ発のブラ
ンドです。アメリカUSDA認定のオーガ
ニック原料を使用し、贅沢にエッセンシャ
ルオイルを配合。リサイクル資材の包装も、
土を汚さない大豆油インクのロゴも、地球
へのやさしさにあふれています。

マーティン夫妻は、自然への深
い愛がいっぱい。オーガニック
原料を使用するのはもちろん、
大量収穫が懸念されるパームオ
イルの不使用やパッケージのツ
リーフリーなど環境への配慮を
徹底しています。

1977年ドイツに設立され、世界35カ国で
販売されているオーガニック洗剤の老舗ブ
ランド。原料選びから製造方法まで厳しい
基準を掲げ、石油系原料や合成香料、酵素
など環境や人に悪影響を与える恐れがある
原料は一切使用していません。さらに洗浄
力の高さや上質なオーガニック植物の香り、
カラフルなパッケージ、豊富なライナップ
と毎日楽しく洗濯や掃除ができる工夫が随
所に盛り込まれています。

Wナチュラルウォッシュアップリキッド（食器用洗剤） 

300ml ¥546　お肌にやさしく少量で高い洗浄力を発揮。
レモングラスのさわやかな香りは排水溝の匂い対策にも。

ソネットの社屋は豊かな水に恵
まれたボーデン湖の近く、デッ
ゲンハオゼルタールにあります。
周りにはバイオダイナミック有
機農法を実践する農場があり、
のどかな田園風景が広がってい
ます。

エピセンシャルは、子どもの大好きな『は
らぺこあおむし』（エリック・カール）のイ
ラストが目印の、カリフォルニア発のキッ
ズ向けオーガニックスキンケアブランド。
創設者キム・ウォールズが、息子たちに安
心して使えるケアアイテムを目指して立ち
上げました。果実や植物のオーガニックエ
ッセンスが原料の製品は、デリケートな赤
ちゃんの肌はもちろん、子ども、家族みん
なにやさしさを届けます。

Wモイスチャライジングバーム 118ml ¥2,100　敏感な
肌や赤ちゃんにおすすめ。ティーツリーオイル、カカオバ
ター、オリーブオイルが肌をやさしく保護して整えます。

創始者のキム。２人の息子に安
心して使えるアイテムがなかっ
たため、自身の手によってブラ
ンドを設立。オーガニックの果
物や植物から作られた商品は、
デリケートな肌にもやさしく働
きかけます。

ソネット

SONETTmoksa ORGANICS
モクサオーガニック

SODASAN
ソーダサン エピセンシャル

Episencial
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UNE

Wフェミノール 100ml ¥2,940　豊かな香りとともに肌
をやさしく洗浄し、なめらかにする成分が配合された、女
性のデリケートゾーン、ボディ、汗をかきやすい部分の洗
浄にぴったりのオイルローション。石鹸で洗うと失われて
しまいがちな微生物菌のバランスを保ってくれます。

アロメディカは、中世の雰囲気を色濃く残
す、チェコ・プラハに設立された伝統的な
アロマテラピーブランド。人々の心や体を
癒し、明日の活力を与えてくれる寡黙なド
クターのような存在として、古くから信頼
されてきた薬草の力に着目し、長年に渡り
ヨーロッパの伝統的なハーブレシピを研究
してきました。アロメディカでは、フェミ
ノールやミラベリアヘアパックといった、
エッセンシャルオイルを贅沢に使って現代
人を幸福に導く、本格的アロマテラピーア
イテム生み出しています。

ヒポポタマスは、国産のオーガニックタオ
ルブランド。抜群の吸水力をもつ再生竹繊
維と、コシの強いオーガニックコットンを
バランスよく交織することで、しなやかで
吸水性が高く、乾性にもすぐれた、今まで
にない心地よい風合いを実現しています。
製造過程のすべてに渡り、環境と人にやさ
しい製品づくりを徹底。また、安全な染料
にこだわりつつ、印象派の絵画のような深
みのある色合いを大切にしています。赤ち
ゃんや敏感肌の方でも安心な「肌ストレス
フリー」なタオルです。

Wオーガニックタオル ¥1,050～¥7,560　短いサイクル
で成長を繰り返す天然のエコ素材である竹の再生繊維をオ
ーガニックコットンとともに織り込んで作られるヒポポタ
マスのタオル。糊や染料の残留を完全に除去しているので
安心。柔軟剤に頼らない柔らかさも魅力です。

バイタミックス ¥79,800　野菜や果物に含まれる栄養素
をあますところなく引き出してくれるバイタミックスなら、
他の調理器具では 抽出しにくいとされるファイトケミカ
ルの摂取にも優れた効果を発揮。いつものスムージーやス
ープが、さらにヘルシーなホールフーズに。

米国生まれのバイタミックスは、食物を丸
ごと粉々にして、細胞内の栄養素までも引
き出すホールフードマシーン。アボカドの
種も粉砕するという毎分37,000回転のパ
ワーは、食物の皮や種など栄養が多く含ま
れる部分まで、素早く体が吸収しやすい形
にしてくれます。果物や野菜を生のままな
めらかにしてくれるので、一般的な家庭用
ミキサーでは摂れない、食物本来の持つ栄
養素をまるごと摂取することも可能。体の
内側からきれいになることをサポートして
くれる頼もしいマシーンです。

ミネラル パウダー ファンデーション 4.5g ¥3,150　超微
粒子のミネラルパウダーが肌をケアして均一なトーンをも
たらす次世代のファンデーション。肌にやさしい100％
ミネラル成分配合で、さっとのせるだけで輝きをもたらし
ます。軽くクリーミーな質感で、美しく自然な仕上がり。

「自分を隠すことなく本来の美しさを引き
出すオーガニックでナチュラルなメイク、
地球のことを大切にするメイクがほしい」
という世界中の女性の声に応えて設立され
た、フランス発のナチュラルコスメブラン
ド、ユヌ。ユヌの最初の目標は、全製品を
100%天然由来成分に近づけることでした。
現在、全製品が98%以上天然由来成分、
12アイテムはすでに100%の目標を達成。
素肌のように軽い感触を実現しながら、完
成度の高いメイクを楽しめるアイテムを発
信し続けています。

アロメディカ

Aromedica HIPPOPOTAMUS
ヒポポタマス バイタミックス

Vitamix
ユヌ
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もともと画家であるパーセファニーはハリ
ウッドで創作活動を続けていく中で、アロ
マオイルのオーダーメイド制作や、レクチ
ャーを依頼されるようになっていきました。
そんな流れの中、自然発生的に生み出され
たのが、パーセファニーのアロマコスメ。
現在、彼女は世界中のナチュラルアロマの
文化を多くの人々に伝えるべく、独創的な
オーガニックアロマボディアイテムを生み
出し続けています。

ナヌ・レイ・バス フィジーミネラルバスパウダー 340g 

¥6,090　肌を保湿しツヤと輝きを与えるココナッツオイ
ルやカカオバターを配合した、発汗を促すバス用シーソルト。

LAで活躍中のアーティストで
あり、オーガニックアロマセラ
ピストでもあるパーセファニー。
製品には、カメリア、リンデン、
ナヌなどユニークで効果的な植
物をクリエイティブな処方で配
合しています。

柔らかくまだ薄い乳幼児の肌はとてもデリ
ケート。そんな肌に安全で安心して使える
スキンケアをという想いから、成分、配合
率、使い心地にこだわり、日本人の肌質に
向けて作られた国産ブランド、ベビーブー
バが誕生しました。オーガニック原料を世
界中から厳選。ベビーブーバとともに、安
全で楽しい赤ちゃんとのスキンシップの時
間を過ごしてもらいたいから、容器の使い
やすさにもこだわっています。

ヘア＆ボディーシャンプー 250ml ¥2,520　赤ちゃんの
細く柔らかい髪や、繊細で乾燥しがちな肌の皮脂を落とし
すぎず、うるおいを残したまましっとりと洗いあげます。

ベビーブーバのスキンケアは、
70年以上の化粧品製造の経験
と実績を持つ国内製造メーカー
との密接な協力を得て企画・開
発。植物本来の力が、自然な潤
いを与えて皮膚を保護し、肌を
健やかに保ちます。

今までのフレグランストレンドとは別次元
にある、新しいカテゴリーの香り。オノレ・
デ・プレのフレグランスは複雑な社会に生
きる都会人たちに、ピュアな自然の香りの
メッセージを届け、シンプルでナチュラル
な生活の喜びをもたらします。調香するの
は人気女性調香師オリヴィア・ジャコベッ
ティ。“エコ・シック”なナチュラルフレグ
ランスを目指し、伝統的なフランス香水の
世界に型破りな挑戦を続けています。

Wオノレ トリップ オードトワレ 50ml ¥8,925　地中海
の果物や新鮮な空気、太陽と海、愛あふれる幸せな気持ち
など、忙しい都会の人たちに自然への旅を感じさせる香り。

2008年にオノレ・デ・プレを設立
したクリストファー・デイヴィッド。
鉱物原料、合成香料、色素、フ
タル酸ジエチルなど肌に刺激と
なる成分を使用することなく、
ECOCERT認定の40種類の天
然香料のみを採用している。

オーガニッコが提案するのは、植物の力で
肌と心のバランスを整えるバランスアロマ
ビューティー。厳選されたオーガニックの
成分が肌をやさしく包み込み、エッセンシ
ャルオイルの香りとともに、心を穏やかに
してくれます。オフィスや外出先でスマー
トに使えるパッケージも魅力。毎日をしな
やかに、いつでも美しくありたいと願う女
性たちをサポートしてくれる洗練されたコ
スメティクスです。

オーガニッコはオーガニック認
証OFCもしくはUSDAを取得。
自然豊かなオーストラリアの認
定工場にて、オーガニックコス
メの知識と経験が豊富な開発者
たちが天然原料のみを使用し製
品を製造しています。

マッサージアロマジェルCA 30ml ¥3,780　肌にすっとな
じむ、さらりとしたつけ心地のマッサージジェルです。オ
ーガニック植物成分が、肌に潤いを与え、きめを整えます。

New Brand注目のニューブランド ！

ベビーブーバ

babybubaorganicco®

オーガニッコ®

PERSEPHENIE
パーセファニー

オノレ・デ・プレ

HONORÉ DES 
PRÉS
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for Small Gifts
スモールギフトに

for Men
男性に

for Greeting
ごあいさつに

for Baby
ベビーに

お礼やご挨拶に
気軽に贈れるアイテム
コスメキッチンには贈る人も贈ら
れる人にも負担がない、かわいく
て使い勝手のいいアイテムも充実
しています。（名古屋パルコ店）

植物の心地よさを
男性にも！
ナチュラルなヘアケアは男性にこ
そおすすめしたいアイテム。香り
や頭皮の心地よさにハマる人続出
です。（ルミネ有楽町店）

中央から：濡れた髪にも乾いた髪にも使える
ヘアワックス。植物由来成分100％で幅広
いスタイリングが可能。爽やかな香りも魅力。
ザ・プロダクト ヘアワックス 42g ¥2,079

／アロエやラベンダーなどのオーガニック認
証植物成分を独自の研究をもとにブレンドし
た、やさしくもパワフルなヘアケアシリーズ。
ネイチャーズゲート オーガニクス シャンプ
ー（ラベンダー＆アロエ） 同コンディショナ
ー 各354ml ¥1,890

毎日に彩りを
くれるアイテムを
お祝いやお礼、おもたせなどには、
ハーブティーや歯磨き粉など毎日
の中で使えるアイテムが人気です。
（ルミネ池袋店）

左から：フェンネルなどのハーブがやさしく
香る、口内環境にやさしい歯磨き。ウルテク
ラム 子供用歯磨き 75ml ¥945／サンダルウ
ッドやヒノキ、柚子などのアロマが脳裏に深
く響き、心地よい刺激を与えてくれる。ウカ 

ネイルオイル 7:15 5ml ¥3,150／中世から
のレシピを大切に受け継ぎつくられたオーガ
ニックハーブティー。ル キャレ デ サンプル 

ティザン グラッセ フランボワーズヴェルヴ
ェイン 50g ¥1,995

オーガニックなら
繊細なベビーも安心
大人よりずっとデリケートな赤ち
ゃんの肌もオーガニックなら安心。
ベビーマッサージでスキンシップ
も。（ルミネ横浜店）

左から：オーガニックハーブを使ったエコサ
ート認証のヘア＆ボディシャンプーとボディ
オイルのキット。心地よい香りに包まれなが
ら赤ちゃんとのアタッチメントを存分に楽し
める。ベビーブーバ ギフトセット ¥5,670

／オーガニックコットン＆バンブー生地でで
きた天然染料使用のぬいぐるみなら、赤ちゃ
んの肌に触れたり、口に入っても安心。ヒポ
ポタマス ぬいぐるみ ネイビー ¥5,250

Best Selection Of Organic Gifts
喜ばれること間違いなしのギフトをスタッフが厳選！

左から：ミネラルや保湿成分たっぷりの海泥
にハーブエキスを配合。ワントーン明るい肌
に。アルジタル グリーンクレイペースト ミ
ニ 20ml ¥315／ハチミツやミツロウがべた
つくことなくうるおいを与え、唇を柔らかく
保つ。 バーツビーズ ハニーリップバーム 

4.25g ¥472／シアバターやエッセンシャル
オイルが爪まわりの乾燥、ささくれを防いで
しなやかな指へ。バジャー キューティクル
バーム 21g ¥1,365
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for Marriage
結婚のお祝いに

for Premama
プレママに

for Begginers
オーガニックビギナーに

for Birthday
バースデーに

使えばオーガニックが
好きになる！
肌質や好みを問わないアイテムが
おすすめ。使いやすいアイテムで
オーガニックの魅力に触れてもら
って。（二子玉川高島屋店）

左から：身体の巡りがすっきりしない時に肌
に直接すりこんで。フリクション サーキュ
レイト ル キャレ デ サンプル 15ml ¥4,935

／死海の塩にブレンドされたレモングラスや
ゼラニウム、カルダモンが身体を解きほぐし
てくれる。バスソルト　セル デ バン　セン
シュアル 500ml ¥4,725／髪を軽やかな香
りで包みツヤを与えてくれるヘアパフューム。
ユメドリーミング エピキュリアン ヘア パフ
ューム 30ml ¥3,990

ふたりで楽しめる
さわやかアイテムを
ご結婚祝いにはボディアイテムや
オーガニックコットンのタオルが
おすすめ。ハーブの香りは男性に
も好評です。（代官山店）

左から：お肌にうるおいを与える死海の塩に、
つややかさを与えるローズとローズゼラニウ
ムの精油をブレンドしたバスソルト。シゲタ 

バスソルト ローズダイブ  235g ¥2,625／
ラベンダーとカルダモンの絶妙な香りと心地
よい泡立ちでバスタイムが至福の時間に。
パンゲアオーガニクス シャワージェルLC 

250ml ¥2,625／独特の肌触りと吸水性の
良さが魅力。ヒポポタマス フェイスタオル 

カシス 350×950mm ¥3,150

赤ちゃんを迎える
準備をサポート
プレママには使うたびに心安らぐ
アイテムを。毎日のマッサージや
栄養補給でママとベビーを同時に
いたわって。（アトレ吉祥寺店）

左から：妊娠中、授乳期、妊娠を意識した時
から積極的に摂取したいビタミンを8種類の
植物から。シナジー カンパニー 緑豆まるご
と葉酸 60粒 ¥2,995（在庫限り）／肌への
負担が少ないミネラルファンデーション。赤
ちゃんが顔に触れても安心。アリマピュア 

サテンマットファンデーション オリーブ1  

7.5g ¥3,570／妊娠線予防におすすめのマ
ッサージオイル。ヴェレダ マタニティ スト
レッチマークオイル 100ml ￥3,990

もらってうれしい
ハッピーアイテム
肌質や年齢を問わず、女子力をあ
げてくれるアイテムがおすすめで
す。オーガニックが初めてという
方にも。（ラフォーレ原宿店）

左から：保湿しながら唇の自然な色を引き出
してくれるスクラブ。サラハップ リップス
クラブ ブラウンシュガー 30g ¥3,780／火
や電気を使用せず置くだけで心地よいハーブ
の香りが広がる。ムニオ キャンデラ アロマ 

ソイワックス ラウンド・ワイルドフラワー 

105ｇ¥3,150／甘く優雅なローズとゼラニ
ウムの香りとともになめらかな肌へ。マノン
＆ジジ ハンドクリーム ローズゼラニウム 

75 ml ¥2,940
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生命力旺盛なトチの木のエキスを
配合のバスミルクは立ち仕事や外
回りが多い方におすすめ。心を落
ち着かせるウッディな香り。

ヴェレダ
 200ml  ¥3,360

トチ バスミルク

体がむくんでいると感じた
時やウエイトコントロール
時に最適なドリンク。また
血液の浄化効果で体内の巡
りをサポート。

シゲタ
300ml×3本  ¥6,090 

ジュニパー
フローラルウォーター

良質なミネラルが豊富なブルター
ニュの海塩がベースの、海の恵み
をたっぷり含んだバスソルト。しっ
かりと汗をかきたい時に。

タウトロッフェン
450g  ¥3,150

フリュイダムバスソルト

女性ホルモン

Female
Hormone

Circulation
冷え＆むくみ

女性の健康に不可欠な植物
に情緒・感性を整えるフラ
ワーエッセンスをブレンド。
心身のリズムとバランスを
整えてくれます。

シナジー カンパニー
120粒  ¥9,980

ヴァイタシナジー・
フォーウーマン

Vゾーンの保湿＆美白に。
心にプラスの作用をもたら
す天然成分ユーフォリル配
合。女性の美をサポート。

マノン＆ジジ
100ml  ¥3,600

オーガニック
デリケート
ブライトニングセラム

ヨーロッパで昔から受け継
がれてきた伝統的なブレン
ドアロマオイル。デリケー
トゾーンやボディに穏やか
にアプローチしながら、肌
を清潔に保ちます。

アロマメディカ
100ml  ¥2,940 

フェミノール

Pick Up Items For Self-Care 目的に合わせたチョイスで健やかなココロとカラダを。
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ラベンダー、ローズウッド、バニラ
など心に調和をもたらしリラック
スさせてくれるアロマブレンド。い
つでも気軽にケアを。

プリマヴェーラ
10ml  ¥2,410

アロマロールオン
スイートドリーム

有機バイオダイナミック農
法で育ったざくろの濃縮エ
キス。ざくろにはポリフェ
ノールやビタミンC、ベータ
カロチンがたっぷり。

ザフトボイテルズバッハ
330ml  ¥1,995

有機ざくろ

有機白樺葉エキスにオーガ
ニックレモンを配合したミ
ネラル豊富な健康補助飲
料。ハーブ調の爽やかな風
味で体をすっきり整えます。

ヴェレダ
200ml  ¥2,415

白樺エリキシール

オーガニックハーブや海藻など52
種類の植物栄養素が心と体に働き
かけ、その人本来の健康を引き出
すサポートをしてくれます。

シナジー カンパニー
120g   ¥9,300

ピュアシナジー

Inner Care
インナーケア

Stress Care
ストレスケア

まるで森林浴をしているような、
ヨガや瞑想タイムぴったりの心落
ち着く香り。こめかみや手首に塗
っての深呼吸がおすすめ。

バジャー 
28g  ¥1,890

マインドバーム
ヨガ＆メディテーション

バラの花やフェンネルのほんのり
甘い香りの中にシナモンとマグワ
ートをプラス。生き生きとした女
性のためのスパイスティー。

ゾネントア
 20袋入り  ¥882

女性のためのお茶
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Staff Recommend スタッフのナチュラルライフ &お気に入りを紹介

10年前に訪れたWhole Foodsで衝撃を受けたことをきっかけにナチュラルマーケット巡りがラ
イフワークとなる。サンフランシスコのRainbow Groceryやロスのerewhonなどのストアでお
気に入りを見つけることが至福の喜び。コスメティックは、ファッションと同様にその日の気分
やTPOで使い分け、楽しい毎日を過ごすために欠かせないモノ。今の仕事は、そんなライフワ
ークの延長線上にあり、本当にいいモノ、価値あるモノ、そして、女性を美しく輝かせることの
できるホンモノのBEAUTYアイテムを世界中から探してます。

【略歴】1997年に伊勢丹入社。1999年より藤巻氏（FUJIMAKI JAPAN）・中村氏（TRANSIT GENERAL OFFICE）らと
ともにBPQCの立ち上げに参画し、翌年より小宮氏のもとトータルビューティー（現 Beauty Apothecary）のアシスタ
ントバイヤーを担当。その後、VOGUE ISETAN'S、ISETAN'S BEAUTYやFASHION&BEAUTYカタログのディレク
ターとして広告物の制作に携わる。2009年に同社を退社しフリーランスに。2010年より現職。

オイル
オイルを使ったマッサージが大好きでお風呂上がりに必ず、脚と首をマッ
サージします。保湿だけでなくリラックス効果も！最近のお気に入りは
ラクラリーのオイル。他のブランドには無い香りと、伸びの良さが使い
やすいです。

オーガニックスーパー

10数年前に初めて訪れたホールフーズに衝撃
を受けたロスだけでなく、エシカルCITYのサ
ンフランシスコやポートランドでも『暮らし』
を垣間見れるオーガニックスーパーマーケット
巡りにはいつも新たな発見があります。商品だ
けではなく新しいサービスや働く人など、コス
メキッチンがグローバルに楽しさを提供し続け
るために、年に1回は渡米してます。

Organic Super

SOAP
ソープも気分によって使い分ける。長年愛用し
ているのはgamila secret。最近のお気に入りは
Pangea Organics。ソープディッシュに納まる
ように、どれもCUTして配置しています。

For my Family
シャワー嫌いで大変ですが、いつもトリミングに
行くのではなく、肌や毛の状態を知る上でも自宅
のケアを大切にしています。オーガニックに変え
てからは肌の状態も良く、病院に行くと実年齢
よりも3才若く見られる愛犬。そろそろエイジン
グケアが必要なお年頃。

お気に入りのヘアケア
健康な頭皮環境は、ヘアケアの基本です。他の人
にとって良いものが必ずしも自分に当てはまらな
いからシャンプーからスタイリング剤まで自分に
あったこだわりのラインナップを見つけて欲しい
です！

Hair Care

Family

Soap

もともと敏感な体質で気がついたらオーガニックコス
メがとっても身近な存在になりました。使うたびに自
分自身が浄化される心身ともに喜びや、アイテムを
使っているときの気持ち良さを皆さんにも体感して頂
きたいです。中でもその土地のパワーを持っているパ
ワフルなアイテムが大好き。一番好きなのはインナー
ケアです。
【経歴】美容学校卒業後、美容師を経て、2004年から代官山店スタッ
フとして勤務。ほぼ同時期に旅行先のNYでオーガニックコスメのマ
ーケットに出会い、オーガニックの魅力に感化されました。帰国後に
コスメキッチンがオーガニックの専門店になりますますその世界に。
その後代官山店長、原宿店長、ジョニー楓さんの占いイベント担当、
コスメキッチンのBGM担当を経験後に今年から現職。

PR Fukumoto

Director Ogi

Oil
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ラクラリーミスト
最近はこのミストを付けて寝るだけでお肌の調
子が安定してしまうくらい、私とは相性が良いみ
たいです。希少なエーデルワイスでやさしいアン
チエイジングを心がけています。

ピュアシナジー・
ベリーベリープレミアム
このサプリに出会ってから大げさに言うと人生
が変わりました！コスメキッチンF店長に黙っ
て飲んでと言われ飲まされてから、早3年。本当
の自分に近づく感じと言うのでしょうか、とにか
く心と体が素直になりました。大ファンです。

デリケートケア
フェミノールはボディオイルとしても長年愛用していま
す。お風呂から上がる前の肌が濡れた状態にそのまま塗っ
ておくと、瞬時にバスルームに幸せな香りが広がります！
またマノン&ジジは携帯用に便利。外出先でもデリケート
ケアが欠かせなくなりました。

Pure Synergy

精油が大好き。そのパワーで何年も風邪知らず
の健康体が自慢です。導かれるようにナチュラル
オーガニックコスメに毎日触れるお仕事に。価値
観も大きく変わりました。目に見えないパワーを
日々植物たちから頂いています。

【略歴】化粧品セレクトショップにて販売経験後、8年前よりコ
スメキッチン代官山店スタッフとなる。代官山店・玉川高島屋
店・有楽町店店長を経て2012年9月より現職。

スポーツ
身体を動かすのが好きで、ヨガとポールダンスを趣味で続
けています。始めてから硬いと思っていた身体が柔らかく
なって疲れにくくなったり、趣味の時間があることで仕事
の疲れも忘れたりといい事づくし。楽しんで続けていきた
いです。

ジョニー楓さん
代官山店スタッフ時代に出会ったジョニー楓さんとは、
イベントやブログをずっと一緒にやってきた良きパート
ナー！ 彼を通して星の世界を知ったり、イベントを広め
たりと二人三脚で歩んできました。とってもお世話になっ
てる人のひとり。http://ameblo.jp/ck-johnny/

エンジェルカード
占いではないのに、今の自分にぴったりのメッセ
ージをくれるカードのシリーズ。おみくじみたい
でとても楽しくて、ふと思い付いたときに手に取
っています。癒し度が高い！写真はフェアリーオ
ラクルカードです。

Delicate Care

La Claree

Aangel Card

Yoga

BuyerTakahashi

Johnny's fortune
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Staff Recommend

趣味は食べること、つくること。休日は
caféめぐりや石鹸づくり。ショッピング
がてら長距離歩くのがすき。基本マイペ
ースなのでほっこり過ごしています。バイ
ヤーは世界中の個性的なコスメや雑貨と
出会うHappyなお仕事です。

【略歴】メイクアップスクールを卒業後、フリーメイ
クとして活動。8年前よりコスメキッチン代官山スタ
ッフとなる。池袋店店長を経て2010年より現職。※
ただいま、産休中です。

ガミラシークレット石鹸の原料に使われているスペシャ
ルオイル！睡眠不足や肌不調のときには洗顔後→オイ
ルのシンプルケアがお気に入り。ツヤツヤな元気肌を取
り戻してくれる私の救世主です♪

アロマテラピーから洗剤まで、赤ちゃんとの生活に
欠かせないオーガニックアイテム。自分の使うスキ
ンケアもわが子が舐めても安全なモノを選ぶと自然
とオーガニックをチョイスしています。

Aroma

あまりしっかりお化粧はしたくないタイプの人間だ
った私。アリマピュアを使い始めてメイクって楽し
い♪と感じました！とにかくベールをまとったよう
なキレイな仕上がりに自分でうっとりしちゃいま
す。最近はアイカラーのチャイがお気に入り★

つわりが落ち着いたと思ったら急にお腹がぽっこりして
きました。妊娠線予防のオイルも今や3本目。香りも楽
しめるようになってきてエッセンシャルオイルではなく
ハーブティーを使った手作りバスソルトで気分転換をし
ています。秋の分娩では専用のブレンドオイルで香りの
サポートを実感する予定です。

コスメキッチンのPRの経験から、子供が生まれたら使
いたいと思っていたWELEDAベビーやエルバビーバ。
出産してみて改めてコスメキッチンの存在が便利だと感
じる今日この頃。

alima PURE

Baby

Oil

Herb

3月に小さな命が身体に宿っている事がわかりました。
いままで知識や周囲の体験談だけで妊婦さんのアドバ
イスやスタッフ講習をしていたけれど実際に妊娠してこ
んなにも身体に変化がおこることを体感。必要な栄養素
をはじめ、匂いの好みや肌のトラブルなど助けてくれた
のはやっぱりオーガニックアイテムでした。

Organi
c

香りもの大好き。お花・キャンドル・ハー
ブ・bioワイン。どれもこれも香りから好
きになります。ナチュラル・オーガニック
が持つパワフルな香りに導かれて、PRの
仕事に。一度はまると抜け出せない、ボタ
ニカルパワーのとりこです。

【略歴】　キャンドルブランドにて製作・PRなどの業
務を経て、2009年コスメキッチン日本橋店のスタッ
フとなる。吉祥寺店にて副店長を経験後、現職に。一
児の母。※ただいま、育休中です。

ガミラのオイル

ハーブで気分転換

オーガニックアイテム

好きな香りに包まれて

アリマピュア love

BABY誕生しました！

PR TanakaBuyer

Naoko
産休中

育休中
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朝の一杯は温かい飲み物から。キャ
レデのハーブティーは身体を温める
だけではなくパワーをくれます。マド
レーヌプルーストは甘くてジューシ
ーなドライレーズンが入っているの
でほっと落ち着く味。朝から幸せ気
分です。

ずっと運動が苦手だと思っていたの
ですが、楽しみながら行うことで全く
苦ではないことに気がつきました！
ボクシングやサーフィン、ヨガも始め
ました！鍛えることは最高のアンチ
エイジング！内側はもちろん、外側
もしなやかにしていきたいです。

爽やかな使い心地のラクラリーではこ
の美容液が一番好き。表面はさらさら
なのに、内側はしっかり潤っているのが
感じられます！エーデルワイスエキス
やグリーンティーがうるおいバリアを高
めてくれ、さらにミネラル配合で、お肌
をキラッと明るく見せてくれます。

この商品と出会って、美意識がグン
グンと向上してきました。使い方は
どれもすごく簡単！スプレータイプ
はデオドラントスプレーとして脇や
首筋に、美白効果が期待出来る美容
液は全身のケアにも使っています。
ローズやゼラニウムの効果でいい女
の香りを演出してくれます。

美女暦×cosme kitchenの撮影以来、
ずっとはまっているのがこのスムージ
ー。ラフォーレ原宿のすぐそばなのでヨ
ガの帰りや仕事前にもついつい寄って
しまいます。お気に入りは消化酵素が
たっぷりのパイナップルのジュース。

Herb Tea

Friend

La Claree

Mano
n&G

igi

Green  Smoothie

玉ねぎとバジル
お庭で育ててるバジル。パスタに入
れたり飾りにしたり、自分が育てた
ものがひとつ入るだけで料理への愛
着がぐんと増します。今度はローズ
マリーも育てる予定。

SHIGETA
もともと変化に鈍い私ですが、すぐ
何かしら身体の変化に気づいたのが
SHIGETA。ボディマインドスピリッ
トは心の乱れが目立つときに、イノセ
ントピュリティーは食べ過ぎたとき
に、オイルで希釈してマッサージして
あげると次の日スッキリ！

 Basil

Sky

ガミラシークレット
現在、ガミラのスキンケアでどこまで
お肌がよみがえるかを検証中。ガミ
ラソープで洗顔したあとはフェイス
オイルのみ。使って約一ヶ月、スキン
ケア何つかってるの？と聞かれるこ
とが増えました〜〜♡

アリマピュア
もともとファンデーションが好き
ではなかったのですが、アリマピュ
アを使ってからは虜に。アイシャ
ドウの発色もとても良くバリエー
ションも豊富で、ミネラルコスメ
でも大満足のメイクができること
を教えてもらいました。

空
いつの間にか増えてた空の写真。嬉
しい日も辛い日も自然とみあげてし
まいます。大好きな人たちと空で繋
がってると思うと頑張れる！

Shigeta

alima PURE

Gamila Secret

ショッププレス

Shop PR
Takeda

ル キャレ デ サンプル

友人との時間

ラクラリーの美容液

マノン＆ジジ

グリーンスムージー

ショッププレス

Shop PRKoizumi
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Information

spir by Cosme Kitchen 
渋谷ヒカリエ ShinQs店

Body + Facial ：
60分（16,000円）90分（20,000円）120分（25,000円）　

Special Order Made Treatment
お客様が好きなブランド・アイテムをセレクトした、
オーダーメイドトリートメント

TEL：03-6434-1743　営業時間：10:00～21:00
住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1　渋谷ヒカリエ ShinQs 1F

Body：30分（4,000円）60分（7,000円）90分（9,000円）
Facial＋α : 
40分（5,000円）70分（8,000円）100分（10,000円）

spir Original Aroma Treatment
セラピストがお客様の状態に合わせて
アイテムをセレクトしたトリートメント

Treatment Room
トリートメントルームのご案内    自然の恵みを深く感じて、心と体に癒しの時を

Body： 30分（3,150円） 60分（6,300円） 90分（9,400円）
Face ：30分（3,150円） 60分（6,300円） 90分（9,400円）
Body + Face：120分（11,550円）
リフレクソロジー：30分（3,150円）

TEL：048-940-3121　営業時間：10:00～22:00
住所：埼玉県越谷市東町4-21-1 
イオンレイクタウンkaze2F

Cosme Kitchen 越谷レイクタウン店

※前後のカウンセリングの時間は含みません。
※お電話でご予約いただいたお客様優先となります。
ご了承くださいませ。
※時間帯やお日にちによってお受けできないメニューがある場合もござ
いますので詳細はご予約時にお尋ねください

※ 本カタログで Wがついているアイテムは、コスメキッ
チンWEBストアにてお買い求めいただくことができます。

http://cosmekitchen-webstore.jp/
コスメキッチン トリートメントルームでは、

“ナチュラル＆オーガニック”アイテムを使
用し、お客さまが自分自身と向き合うため
の癒しの時間を提供します。世界中から厳
選した“ナチュラル＆オーガニック”の約50
ブランドから、お客様一人ひとりの心・肌・
体の状態に合わせて最適なアイテムを組み
合わせて行うオーダーメイドトリートメント
や、おすすめブランドによるパーツケアなど
のメニューをご用意しております。まるで大
自然の中で深呼吸をするように、自然の力
がやさしく働きかけ、あなた本来の美の力が
湧き上がるエネルギーを感じて下さい。

アイテム充実のコスメキッチンのWEBスト
アなら、欲しいと思った時にお買い物が可
能。24時間いつでもお買い物ができてとっ
ても便利。店舗ごとにセレクトされているア
イテムも、一度にお買い求めいただくことが
できます。WEB限定のお得なキットや特別
企画もあるので見逃せません。しかも、初回
500円分のポイントプレゼント付き！5250
円以上は送料無料です。

Cosme Kitchen WEB STORE
コスメキッチン公式オンラインWEBストア

24h

お買い物が
できる！

5,250円以上
送料無料！

まとめ買いや
重たいアイテムの
お買い物に！

初回500円分
のポイント
プレゼント！

WEB限定の
お得キット＆
企画も！
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Shop List

※商品・ご注文に関するお問合せ　電話：03-5774-5565（マッシュビューティーラボ） 
※店舗により取り扱いブランドが異なります。詳しくは各店舗へお問合せください。
※blog、twitter 、facebookも日々更新中。詳しくはホームページをご覧ください。

代官山駅前店
東京都渋谷区代官山町 19-4 代官山駅ビル １F

TEL 03-5428-2733　OPEN 10:00-20:30

コレド日本橋店
東京都中央区日本橋 1-4-1 COREDO日本橋 3F

TEL 03-5203-2210

OPEN 11:00-21:00 （平日・土）／ 11:00-20:00 （日・祝）

アトレ吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24 アトレ吉祥寺 2F

TEL 0422-22-1981　OPEN 10:00-22:00

渋谷ヒカリエ ShinQS（シンクス）店
東京都渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエシンクス 1F

TEL 03-6434-1743　OPEN 10:00-21:00

玉川高島屋 S・C店
東京都世田谷区玉川 3-17-1 玉川高島屋 S・C南館 3F
TEL 03-6805-7063　OPEN 10:00-21:00

ラフォーレ原宿店
東京都渋谷区神宮前 1-11-6 ラフォーレ原宿 1.5F

TEL 03-6434-0995　OPEN 11:00-20:00

ルミネ池袋店
東京都豊島区西池袋 1-11-1 ルミネ池袋 B1F

TEL 03-5391-0390　OPEN 11:00-21:30

ルミネ新宿 1店
東京都新宿区西新宿 1-1-5 ルミネ新宿 1・ 2F

TEL 03-6302-0490　OPEN 11:00-22:00

ルミネ有楽町店 

東京都千代田区有楽町 2-5-1 ルミネ有楽町 1/1F

TEL 03-6273-4450　OPEN 11:00-21:00

ルミネ横浜店
神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 横浜ルミネ店 2F

TEL 045-620-2646　OPEN 10:00-21:00

ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1 ラゾーナ川崎プラザ West 2F

TEL 044-874-8508　OPEN 10:00-21:00

越谷レイクタウン店
埼玉県越谷市東町 4-21-1 イオンレイクタウン kaze2Ｆ
TEL 048-940-3121　OPEN 10:00-22:00

アトレ松戸店
千葉県松戸市松戸 1181 アトレ松戸 3Ｆ
TEL 047-710-7037　OPEN 10:00-21:00

名古屋ラシック店
名古屋市中区栄 3-6-1 LACHIC 4Ｆ
TEL 052-259-6492　OPEN 11:00-21:00

パルコ名古屋店
愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋パルコ 西館１F

TEL 052-265-7611　OPEN 10:00-21:00

阪急三番街店
大阪市北区芝田 1-1-3　阪急三番街 南館 B1Ｆ
TEL 06-4256-6658　OPEN 10:00-21:00

阪急うめだ本店 2Fビューティー店
大阪府大阪市北区角田町 8番 7号
TEL 06-6313-7930　OPEN 10:00-20:00

天王寺ミオ店
大阪市天王寺区悲田院町 10-48　天王寺ミオ　プラザ館 1F

TEL 06-6777-5735　OPEN 10:00-21:00

京都藤井大丸店　FRAY I.Dショップ内
京都市下京区四条寺町通四条下る貞安前之町 605 藤井大丸 1F

TEL 075-212-2107　OPEN 10:30-20:00

天神地下街店
福岡市中央区天神 2丁目 地下 2号西 3番街 246号
TEL 092-724-3693　OPEN 10:00-20:00

鹿児島マルヤガーデンズ店

鹿児島県鹿児島市呉服町 6-5

maruya gardens グランドフロア 1F MARUYA GARDENS

TEL 099-248-7791 OPEN 10:00-20:00

　　　札幌ステラプレイス店　B1F

TEL 011-209-5547　OPEN 10:00-21:00

□ JR札幌駅直結

NEW 　　　岡山一番街店　B1F

TEL 086-238-3309　OPEN 10:00-20:00

□ JR岡山駅直結

NEW 　　　横浜ららぽーと店　1F

TEL 045-414-2416　OPEN 10:00-21:00

□ JR横浜線「鴨居」駅より徒歩 7分

NEW

43




