


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ナップ。

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

オーガニックライフの魅力を日々の生活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。



“オーガニックの今”がわかる、インタビューマガジン。
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5,000円＋税以上で
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エッフェオーガニック

コスメキッチン初のオリジナルスキンケア
ブランド。「Organic is Sexy」をコンセプト
に健康的でバランスの取れた女性をイメー
ジ。様々なエイジングの現象の根本にある
“乾燥”と、美のバランスを司る“女性ホルモ
ン”に着目したエイジングケア＊シリーズで
す。全てのスキンケアアイテムに共通する4
つのキー成分（オオヒレアザミ・ダマスク
ローズ・ザクロ果実・フランキンセンス）を
配合。これらの植物成分がスキンケア&ア
ロマの相乗効果を生み、ハリのある艶やか
な素肌へ導きます。＊年齢に応じたケア

左から：
モイスチャーミルク 120ml ¥3,800＋税

／ ml ¥800＋税　
肌馴染みの良いテクスチャーで、みずみずしく柔らかな肌
へと導く乳液
モイスチャーローション 150ml ¥3,800+税

／ ml ¥800+税
ヒアルロン酸の5倍以上もの保湿力のあるサクラン(スイ
ゼンジノリ多糖体)を配合したしっとりタイプの化粧水
モイスチャークリーム 40g ¥4,700＋税

／ ¥950＋税
濃厚な潤いで肌を滑らかに覆うクリーム
モイスチャークレンジングクリーム 150g ¥3,800+税

／  ¥800+税
クリームがオイル状に変化しマッサージしながらメイクを
落とすクレンジング料
モイスチャーフォーミングウォッシュ 150ml ¥3,200+税

／ ml ¥700+税
肌に必要な潤いは残しつつ滑らかに洗い上げる洗顔料
クリアモイスチャーソープ 100g ¥2,100+プ 税

／  ¥650+税
天然フルーツ酸配合で汚れと共に古い角質を浮き上がらせ
滑らかで透明感のある肌に導く固形石鹸

コスメキッチンオリジナル
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エッフェオーガニック

左から：
フィトパウダー～ウーマンバランス～ 30包 ¥5,800+包 税

心身ともに美しくありたい女性におすすめの成分を含有す
る数種類のハーブを、独自の黄金比でブレンドしたパウ
ダー。甘酸っぱいベリー調の味で飲みやすく、持ち運びに
便利なスティックタイプ。1日一包、そのまま、もしくは
水またはお湯などとともにお召し上がりください。
ボディミルク（ジンジャー＆バニラ） 200ml ¥2,300＋税

アボカドオイル、ブドウ種子オイル、マカダミアナッツオ
イル、ダイズオイル、シア脂をベースにした、肌なじみの
良いボディミルク。肌のキメを整えハリを与える国産のウ
メ果実エキスも配合し、しっとりとした肌に整えます。

UVプロテクトミルク 50g ¥2,900+税
顔、体用のUVミルク。振ってご使用頂く二層式タイプ。
塗りムラが無く伸びが良く、デコルテ、腕、足など、スト
レスなく塗布することが可能です。ブライトニング※1効
果のある美容成分、ウメ果実エキスを配合。ツヤとハリの
あるお肌に導く美容成分も配合。
ハンドクリーム（ローズ＆イランイラン） 50g ¥2,000+税

肌になじみやすくべたつかないテクスチャーのハンドク
リーム。エイジングケア※2効果の高いアルガンオイルや、
ホホバオイル、アボカドオイルを配合。さらにビルベリー
葉エキス、セージ葉エキス、ローズマリー葉エキスなどの
オーガニック成分が柔らかく弾力のある肌に整えます。
ネイルケアにもご使用下さい。
※1　うるおいを与えて透明感を保つ　※2　年齢に応じたケア

ボディウォッシュ（ユーカリ＆レモングラス）300ml 

¥2,300+税
アミノ酸系洗浄成分をベースにした、とろみのあるテクス
チャーで、肌にやさしいボディウォッシュ。ローズマリー
葉エキス、セージ葉エキス、チャ葉エキスなどのオーガ
ニック植物エキス（保湿成分）を配合。洗いあがりの肌を
しっとり整えます。
ハンドウォッシュ（ローズ＆イランイラン）300ml

¥2,200+税
アミノ酸系洗浄成分をベースに、天然由来成分で構成され
たハンドソープ。消臭効果のあるチャ葉エキス、抗菌作用
のあるローズマリー葉エキス、セージ葉エキス等のオーガ
ニック成分（保湿成分）を配合。さらに肌を潤すハチミツ
配合で、洗いあがりの肌をしっとり整えます。

コスメキッチンオリジナル
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ジョヴァンニ /ツーシック
/

左から：
2chicボリュームシャンプー 250ml ¥2,300＋税

細くてコシのない髪用。パパイヤ酵素が頭皮の毛穴汚れをすっ
きりオフし、髪にハリを与え根本からふんわりと立ち上げます。

 2chic ボリュームコンディショナー 250ml ¥2,300＋税
細くてコシのない髪用。タンジェリンバターが髪のボリュー
ムを損なわず毛先を保湿。ふんわり柔らかにボリュームアップ。

 2chic ダメージシャンプー 250ml ¥2,300＋税
ダメージヘア用。ココナッツオイルとスーパーフードのブラックベ
リー配合。傷んだ髪をリッチなうるおい泡で包みやさしく洗います。

 2chicダメージコンディショナー 250ml ¥2,300＋税
ダメージヘア用。ココナッツオイルが髪内部に浸透し芯から補修。
毛先までうるおいがギュッと詰まった健康的な美髪に。

 2chic モイストシャンプー 250ml ¥2,300＋税
ドライヘア用。乾燥でごわつく髪をオーガニックアボカド＆オ
リーブオイルのしっとりなめらかな泡でしなやかに洗い上げます。

 2chicモイストコンディショナー 250ml ¥2,300＋税
ドライヘア用。アボカド＆オリーブオイルが髪のキュー
ティクルを整え水分を守ります。重くならずしっとりした
髪に。

 2chic スリークシャンプー 250ml ¥2,300＋税
うねり･カラーヘア用。オーガニックアルガンオイル＆植
物ケラチンがカラーの退色を防ぎ指通りのよいつややかな
髪に洗い上げます。

2chic スリークコンディショナー 250ml ¥2,300＋税
うねり･カラーヘア用。アルガンオイル＆植物ケラチンが
キューティクルを補修。うねりやクセを扱いやすく、カラー
を美しく保ちます。

giovanniスリーキーブラシ ¥2,800＋税
天然猪毛と頭皮を心地よく刺激するクッションピンを組み
合わせたヘアブラシ。広がりやすい髪もブラッシングだけ
でまとまるツヤ髪に。

コスメキッチン発ブランド

ビバリーヒルズのサロン発、エコシックコ
スメティックブランド。植物の魅力をふん
だんに詰め込み、仕上がりを限りなく追求
した上質なヘアケアシリーズをラインナッ
プ。そして、更にワンランク上のラグジュ
アリー＆シックなヘアケアラインも新登場。
目的にあわせ2 種のキー成分をピックアッ
プし、品質、配合量、相乗効果などに徹底
的にフォーカス。理想的な仕上がりを目指
しました。
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ジョヴァンニ

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：
モイスチャライジングボディウォッシュCS

310ml ¥1,900＋税
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。
フリッズビーゴーンスムージングヘアセラム

 81ml ¥2,400＋税
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に導きます。
サラッと軽く、ベタつかないテクスチャー。
スムーズアズシルクモイスチャーシャンプー

250ml ¥1,800＋税
豊かな泡立ちと高配合された植物成分で、つややかでまと
まりやすい髪に。
スムーズアズシルクモイスチャーコンディショナー

250ml ¥1,800＋税
ベジタブルプロテインが傷みを補修しつつ、オーガニック
植物保湿成分が輝きと潤いを芯までチャージ。ダメージを
受けた髪もまとまりやすくします。
ニュートラフィックスリペアトリートメント

200ml ¥2,000＋税
植物性プロテインをはじめ、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。

コスメキッチン発ブランド
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マノン＆ジジ

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。ふんだんに配合されたオー
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：
オーガニックデリケートブライトニングセラム 100ml

¥3,429＋税
デリケートゾーンの保湿ケアに。乾燥が気になる部分にう
るおいをもたらすVゾーン用オーガニック保湿美容クリー
ムです。
オーガニックデリケートソフトスクラブ 50ml

 ¥2,700＋税
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。
オーガニックデリケートウォッシュオイル 100ml 

¥2,838＋税
毎日のデリケートゾーンの洗浄に。植物由来の洗浄成分を
中心に配合。お肌を保護しながら潤いを与え、デリケート
な部分を優しく洗い上げます。
オーガニックデリケートデオスプレー 100ml 

¥2,800＋税
女性のエチケットとしての普段使いにおすすめのデリケー
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。
ハンドクリームアプリコット NO.2  75ml 

￥ 00円＋税
オーガニック植物オイルなどの保湿成分が荒れがちな手肌
をしっとりと導きます。スイートで優しいアプリコットの
香りです。

コスメキッチンオリジナル
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ラクラリー

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
な植物を配合。健やかでイキイキとした輝
く肌へと導きます。

プロヴァンス生まれの創始者のローレン・ボーサンは、父親
もまた自然化粧品ブランドの創始者であり、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。

後列左から：
ジェントルクレンジングミルク 150ml ¥3,800＋税 オ税
リーブ葉エキスをたっぷり含んだ美容液のようなクレンジン
グ。／ スージングモイスチャライジングミスト 150ml 

¥3,800＋ 美肌成分をたっぷり含む泡のミスト化粧水。
／ ラディエンスエリクサー 15ml ¥6,650＋税　５つの濃
縮オーガニックオイルと植物エキスを配合した美容オイル。
／ ムーンライトフェイスマスク1枚入り ¥680＋税　日本
限定のブライトニングシートマスク。紫外線ダメージをケア
します。／ インテンスフェイスセラム（乾燥肌用）50ml

¥7,500＋税　 燥を集中保湿する美容クリーム。肌本来の
うるおいを取り戻します。／ モイスチャライジングフェ
イスクリーム 50ml ¥5,300＋税 乾燥から肌を守る保護ク
リーム。みずみずしいピュア肌が１日中持続します。

コスメキッチン発ブランド
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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。カラーバリエーションも
豊富なので、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：
ルミナスシマーアイシャドウ（オーバージーン）2g

¥1,800＋税
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。
サテンマットファンデーション（オリーブ2）6.5g

￥ 00＋税
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。
ミネラルサンスクリーンパウダーSPF32 PA++ 7.5g

￥ 50＋税
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。
ルミナスシマーブラッシュ（ローザ）3g

￥ 00＋税
肌になじみやすく、輝きを与えてくれるピュアでクリアな
チーク。
リップバーム（ハニーピーチ）3.6g

￥ 00＋税
ザクロエキスやホホバ種子油などの植物保湿成分が唇を
水々しくフレッシュな状態にキープします。
ブラッシュブラシ No. 17

￥ 00＋税
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。

アリマピュア
コスメキッチン発ブランド
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アールエムエスビューティー

rms beautyは、厳選された良質なココナッ
ツオイルをベースとし、肌に大切な成分で
あるラウリン酸を低温の熱で丁寧に加工す
ることにこだわっています。従来のカラー
メイクの概念にはなかった「肌本来の持つ
力を活かすこと」をコンセプトに製品づく
りをしています。
※シリコンフリー・パラベンフリー

左から：
アンパウダー00 9g ¥4,500＋税 光反射性パウダーで

肌を綺麗に見せてくれます。表面がサラサラとした絹のよう
な仕上りのフェイスパウダー。／ リップチークデミュア 5m l

¥4,800＋税 保湿力が高く程良いツヤ感。唇にも頬にも使
用できるクリームカラーで、肌の透明感を強調するコーラル
ピンク。／ アンカバーアップ22 5m l ¥4,800＋税 水を
一切使用せず、抗菌・殺菌作用のあるヤシ油をベースとした
ファンデーション＆コンシーラー。軽い使い心地ながらも毛穴
や赤みを瞬時に隠し、肌に溶け込むように自然にカバー。／
リップチークキュリアス 5m l ¥4,800＋税 保湿力が高く

程良いツヤ感。唇にも頬にも使用できるクリームカラーで、
遊び心を感じさせる茶目っ気たっぷりヘルシーオレンジ。／
リップシャインセイクレッド 5ml ¥3,400ド ＋税オーガニック

オイル由来のオイル、ワックス、バターを配合した高保湿リップ。
ピンクの優しさと無邪気な赤が掛け合わさったカラー。／
ルミナイザー 5m l ¥4,900＋税 頬骨、目頭、鼻筋、鎖

骨などに使えるマルチハイライター。透明感のある輝きで肌
を明るくし、瞬時に活力のある若 し々さを作り出します。／
アイポリッシュインスパイア 5m l ¥3,800＋税高保湿力で目
元を保護するクリームアイ
シャドウ。薄い光沢感で肌
馴染み抜群なメタリックブ
ルー／ アイポリッシュソー
ラー 5ml ¥3,800＋税高保
湿力で目元を保護するクリー
ムアイシャドウ。温かみのあ
るブロンズカラー。

N.Yを拠点にメイクアップアーティストとして20年以上に
わたり活躍。自身の体調を崩したことをきっかけに設立。
ミランダ・カーをはじめとしたトップモデルのポートフォリ
オを手掛けヴォーグ、ヌメロ、エル等でも活躍中。

コスメキッチン先行販売
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ナチュラグラッセ　ヌウ
naturaglacé nu

大人の女性の肌は、もっと美しくなれる。
たどりついたのは、隠すのではなく、自然
な肌を魅せる、美しさ。
植物の恵みで、メイクするたびに素肌を潤
し健やかに保つ、大人の女性のためのボタ
ニカルコスメ「ナチュラグラッセ ヌウ」。
しなやかな素の美しさを引き立たせ、今の
自分に自信が持てるベースメイクです。
素顔でいても、メイクをしても、私らしく、
美しく。一生愛せる素肌を目指す、
私たちのボタニカルライフ、はじまる。

左から：
メイクアップベース 01  SPF32  PA++　30ml 

¥6,500＋税
まるで美容液のようなみずみずしさ。メイクしているのを
忘れるほどの軽やかなつけ心地。天然ミネラルの繊細なパ
ールで、ワントーン明るく自然なツヤ肌へ仕上げます。や
さしく香る天然アロマも配合。
プレストパウダー 01／プレストパウダー 02

9ｇ ¥7,200＋税
6色のマルチカラーで上品にブライトアップ。天然の美容
成分をパウダーに閉じ込めたやわらかな肌当たり。エアリ
ーなつけ心地でメイク直しにもお使いいただけます。

ネイチャーズウェイは日本における、自然化粧品のパイオ
ニアです。日本初の自然化粧品の輸入にはじまり、現在で
は自然化粧品を自社工場で製造する国内でも屈指の企業と
なりました。「自然との融和による美と健康の創造」という
企業理念のもと、こだわりの製品をお届けしています。 
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ヴェレダ

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
アです。ヨーロッパ最大級のバイオダイナ
ミック有機栽培農園も所有。有機農法より
もさらに厳格な基準をもつシュタイナーが
考案したバイオダイナミック有機農法を可
能な限り製品に使用し、植物の力を最大限
に引き出した製品づくりを続けています。
ヨーロッパでは自然医薬品メーカーとして
の顔をもつヴェレダ。製品はオーガニック
認証制度NATRUEを取得しています。

後列左から：
スキンフード 30ml ¥1,400ド ＋税　肌荒れしやすい手肌に潤いとなめらかさを

与え、ふっくらやわらかく整える全身用集中保湿クリーム。ハーブの濃縮エキスが
荒れた肌を乾燥から守りじっくりケア。手、肘、かかとの荒れてひび割れしやすい
部分におすすめです。 ホワイトバーチボディオイル 100ml ¥3,800＋税ヒッ
プや太ももの肌のざらつきをケアするボディマッサージ用オイル。ボディの気にな
る部分にアプローチし、マッサージするごとになめらかでハリのある肌へと導きま
す。世界で1000万本突破の人気 No.1オイルです。 ざくろオイル 100ml 

¥4,500＋税女性らしい香調高い香りで上質な肌へ導く全身用トリートメントオイ
ル。絶妙なオイルブレンドが、年齢肌*を輝く素肌へ導きます。　*年齢を重ねた
肌　 ワイルドローズモイスチャーローション 100ml ¥3,800＋税　日本人の
肌のために開発された保湿化粧水。オーガニックローズが肌を引き締め、なめらか
でハリのある肌へ。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
の肌に導きます。 ヒッポファンフルーティーハンドクリーム 50ml ¥1,200

＋税肌にすばやくなじみ、みずみずしくなめらかな肌を保つハンドクリーム。
塗布後にすぐに紙やパソコンに触れても油じみができないので、オフィス
でのハンドケアにもお勧めです。フルーティーで心地よい柑橘系の香り。

ルドルフ・シュタイナー（1861~1925）オーストリア生ま
れ。人智学（アントロポゾフィー）を創設。医学、農学、
文学、芸術、自然科学、哲学など分野で活躍。その思想は
今も受け継がれています。ヴェレダの名称、シンボルマー
クは彼の手によるものです。
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輸送技術、コンピューターなど現代テクノロジーの発達や、
研究や知識の向上により、これまで入手不可能だったもの
や知られることがなかったものも、スーパーフードとして
取り入れることができるようになりました。

サンフード スーパーフーズ
サンフード社は、スーパーフードの世界的
リーディングカンパニーです。1980年代
後半に起きたローフードムーブメントの流
れから、スーパーフードやローフードの実
践をはじめとする革新的なコンセプトで
1995年に設立。以降、オーガニック&ロ
ーフードの生産・販売を行い、現在では
250種以上の製品を世界各国で販売してい
ます。Sun+Food = 太陽とローフードを
結ぶスーパーフード、という意味を込めた
ブランド名です。

サンイズシャイニング 227g ¥9,250グ ＋税 100%ロー&オーガニック、税
ワイルドクラフトのスーパーフードを19種ブレンドし、乳酸菌と酵素
を加えたグリーンスーパーフード。／ オーガニックマキベリーパウ
ダー 113g ¥4,800＋税神聖な植物として、何世紀にも渡り先住民族に税
食べられてきた、チリ・パタゴニア地方に自生するマキベリー。ポリフェ
ノールを豊富に含んでいます。／ オーガニック チアシード 454gド
¥4,000＋税　紀元前3000年以上前より食されてきた歴史を持ち、税
オメガ3をはじめ、食物繊維、カルシウム、鉄、マグネシウムなど
多様な栄養を蓄えています。／ オーガニックレッドマカパウダー
227g ¥4,800＋税 アンデス山脈の高地に自生するレッドマカ。
女性にうれしい成分や美容成分・ビタミン・ミネラル・アミノ酸
等をバランス良く含んでいます。／ ココナッツオイル 454g 

¥4,200＋税　オーガニックココナッツの果実を低温のまま搾汁してい税
るため、非常にフレッシュで、本物の爽やかな香りとすっきりとした味
わいを持っています。／ マンゴーマカダミアアドベンチャー 227g

¥3,600＋税　マンゴーやナッツ、ベリーなどが入ったリッチなトレイ税
ルミックス。様々な栄養素を美味しく摂ることができます。
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エルボリステリア

ヨーロッパの人々の暮らしに根ざしている、
ハーブ薬局。身体の不調を感じたとき、相
談に行くと植物の知識が豊富な薬剤師が親
切丁寧に個人に合ったハーブやケアを提案
してくれる、HERBORISTERIE（エルボ
リステリア）発のインナーケア商品がコス
メキッチンに登場。本格的なハーブティー
やハーブチンキ（ハーブ浸出液）などを展開
し、オーガニックライフをサポートします。

左から：
ブレンドティザンヌ for woman 100g ¥3,000＋税

日本人女性のためにブレンドされた、日々のリズムをサポートするブレンドティザン
ヌ（ハーブティー）。フェンネルのまろやかな香りとセージの深い味わいとペパーミン
トの爽やかな味が合わさった、バランスのとれたティザンヌです。カフェインフリー。
タンチュメール　メリッサ 250ml ¥5,000＋税
女性の日々のリズムをサポートするタンチュメール（ハーブ浸
出液）。毎日の忙しさの中、手軽に取り入れたい人におすすめ。
タンチュメール　エキナセア 250ml ¥5,000＋税
あなたの日々の元気をサポートするほんのり甘みのあるタ
ンチュメール（ハーブ浸出液）。
タンチュメール　ギンコ 250ml ¥5,000＋税
集中タイムをサポートするほんのり甘みのあるタンチュ
メール（ハーブ浸出液）。
オイルカプセル　ルリジサ（ボリジ） 60カプセル ¥4,200ル ＋税

女性の日々のリズムをサポートするルリジサのオイルがカプセルに。

コスメキッチンオリジナル

【監修 森田敦子氏 プロフィール】植物療法士。（日本での植物療法第一
人者）大学を卒業して、念願だった航空会社の客室乗務員の仕事に就く
も、ダストアレルギー気管支喘息を発病。その治療として植物療法に
出会い、驚くほどの効果を実感。本場のフランスで学びたいと、航空
会社を退職し渡仏。フランスでは４年間滞在し、フランス国立パリ13
大学で植物薬理学を本格的に学ぶ。その後、植物療法に基づいた商品
とサービスを社会に提供するため、会社を設立。2014年 自身の念願の
夢であったエルボリステリアを東京代官山 コスメキッチンにて監修。



〈naturaglac  Make-UP Meets DOLCE〉
ナチュラグラッセは肌のためになるメイク。
その理由は、天然のミネラルとオーガニッ
ク植物の力。使うたびにいつもやさしく素
肌に潤いを与えます。でも、やさしいだけ
ではありません。カラフルで艶やかな彩り。
繊細な質感。そのすべてが自然素材。食べ
られそうなほどやさしい素材で、ナチュラ
ルコスメとは思えないほどメイクを楽しめ
る。軽やか、なのに贅沢。それは、まるで
ドルチェのようなメイクアップ。

Ⓐ カラーコントロールピュレVI（バイオレット）20ml 

¥2,8 ＋税　なめらかな肌に仕上げながら、カラー補正
のできる化粧下地。赤み・くすみ・シミなどの色ムラをお
さえ、うるおいと透明感を与えます。皮脂バランスを整え
る効果で化粧崩れを防ぎ、一日中快適な肌をキープ。天然
の香りが肌をつつみ込みます。※石鹸だけでも落とせます。
Ⓑ ファンデーションピュレ 20ml ¥3,800レ ＋税　軽やか税
なつけ心地のエアリーなファンデーション。高いスキンケ
ア効果で肌にうるおいとハリ感を与え、毛穴・くすみ・シ
ミをカバー。透明感のある、ツヤやかで美しい仕上がりに。
日本人の肌に合わせた3色をラインナップ。天然の香りが
肌をやさしくつつみ込みます。※石鹸だけでも落とせます。
Ⓒ アイカラーパフェBE1 ¥3,600＋税　デリケートな
目元をいたわりながら、ドルチェのような多彩な色と質感
で輝きをプラスするアイカラー。天然ミネラルの繊細で美
しい発色で、グラデーションを楽しんだり、インパクトを
与えたり、カラーコンビネーションでさまざまな表情を手
軽に作り出します。
Ⓓ チークカラーパフェAP（アプリコット）¥3,600＋税
肌にやさしいチークカラー。リンゴポリフェノール（保湿
成分）が肌を守ります。３色のグラデーションで、ナチュ
ラルにも華やかにも仕上がります。
Ⓔ メイクアップクリーム 25ml ¥2,800＋税 どんな税
肌色にも溶け込むシャンパンベージュカラーと、3 種の隠
しパールが毛穴やくすみを自然にカバー。これ一本で、う
るおいを与え、ナチュラルでつややかな肌へ。ベースメイ
クが楽しくなる天然のフレッシュな香り。※石鹸だけでも
落とせます。
Ⓕ マシュマロパウダー 15g ¥3,800＋税 繊細なパー税
ルが入ったフェイスパウダー。透明感のあるシアーで輝く
ような肌に仕上げます。余分な皮脂をおさえ、化粧崩れを
防ぎながら、潤いを保ちます。※石鹸だけでも落とせます。

ナチュラグラッセ
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エムアイエムシー
MiMC

素肌を健やかに保つための「スキンケア」
と肌や顔立ちを美しくみせる「メイク」。
もしスキンケア成分だけでメイクアップが
できれば？メイクによる肌への負担を減ら
し、それどころか、メイクをしている間中
スキンケアをしていることで、肌にプラス
になる。メイクすることがスキンケアに。
そんな発想から作られているのがMiMC
のアイテムです。

Ⓐミネラルクリーミーファンデーション 10g 

ケース￥1,000＋税  リフィル￥5,500＋税
Ⓑミネラルロングアイラッシュ 7.5g ￥3,800＋税
Ⓒミネラルハニーグロス ￥3,200＋税
Ⓓビオモイスチュアシャドー ￥3,800＋税
Ⓔ美白＊ルースパウダー（医薬部外品）　SPF50PA+++

￥6,300＋税
Ⓕミネラルカラーチーク ￥3,200＋税
メイクをしている間中スキンケアができるのでメイクする
ことがスキンケアになる。そういう発想で作られているの
がMiMCの製品です。洗顔料だけで落とすことができ肌負
担が軽くなります。
＊メラニンの生成を防ぎ、シミ・ソバカスを防ぐ
※パッケージは写真と異なる場合がございます。
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トリロジー

2002年ニュージーランドの姉妹が始めた
トリロジー。「肌の健康美は、ナチュラル
に達成されるべき」という信念のもと、可
能な限りピュアな植物成分を採用。余分な
化学合成成分や石油系由来成分は不使用。
注目は、オーガニック認定100%ピュアロ
ーズヒップオイル。独自の低温抽出法を採
用した高品質の種子油は必須脂肪酸
（EFA）を豊富に含みすばやく肌に吸収さ
れます。お手入れが楽しくなる新感覚ナチ
ュラルコスメです。
左から：
トリロジークレンジングクリーム 200ml ¥4,300＋税

リッチでクリーミーなミルクタイプのクレンジングクリーム。肌
を整えながら、植物成分がしっかり潤いを補給。使い続けるほ
どに柔らかく、なめらかな肌に導きます。ダブル洗顔不要です。
トリロジーハイドレーティングミストトナー 100ml ¥3,200＋税
肌に瞬時に潤いを与えるミストタイプの化粧水。ローズ、
ゼラニウム、ラベンダーのオイルが、肌を穏やかに整えます。
トリロジーローズヒップオイル 20ml ¥3,800＋税
種からボトル充填まで全工程が国際オーガニック認定。肌
のハリ感をサポートしながら、しなやかで自然なツヤのあ
る健やかな肌へ導きます。
トリロジーロザピンプラス 30ml ¥5,700＋税
ローズヒップオイル、トマト種子油、クランベリー種子油、
アサイオイル、オート麦エキス配合の美容オイル。明るく
ツヤのある肌に導きます。
トリロジーロザピンナイトクリーム 60ml ¥6,200＋税

アボカドオイルが肌の乾きに、ゴジベリー(クコの実)が夜、寝なが
らにして肌を健やかに導いてくれる「眠り美容」のナイトクリーム。
トリロジーエブリシングバーム 45ml ¥2,600＋税
顔に、ヘアに、全身に使
える多機能バーム。肌を
保湿し、滑らかに整えます。
マルラオイルが肌を守り
乾燥対策にも。

トリロジーは2002 年、ニュージーランドでローズヒップ
オイルの素晴らしさに気が付いたサラとキャサリンの姉妹
が創設しました。試行錯誤の末に始まったトリロジーは、
今では世界中で愛されています。
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ドクター ハウシュカ

Dr.ハウシュカは、有機農法「バイオダイ
ナミック農法」と自然のリズムを尊重した
独自の「リズム製法」により抽出した植物エ
キスをはじめ、自然由来の原料のみを使用
したドイツの化粧品ブランドです。全ての
製品がBDIHまたはNATRUEの認証済み、
合成の香料、着色料、保存料フリー。肌に
ついて考えられた独特なスキンケアへのア
プローチにより、「オイルフリーのナイトケ
ア」を提唱し、肌に本来備わっている健や
かな美しさを引き出すお手伝いをします。

人智学に基づいた医薬品を製造するヴァラ社を1935年に
創業した化学者ルドルフ・ハウシュカ博士がウィーンの美
容家エリザベート・ジークムントを招き、1967年に最初
のスキンケア製品が生まれました。

左から：
クレンズクリーム 50ml ¥2,500＋税

アーモンドと植物エキスを配合した独特なテクスチャーの洗顔料
はぬるま湯でペースト状にし、リズミカルにプレス＆ロールする
ことで汚れを取り、なめらかで透明感のあるお肌へと導きます。
フェイシャル　トナー 100ml ¥4,200＋税
アンチリスブルネラリアエキスとハマメリスエキスがお
肌にうるおいを与え、キメを整えて健やかに保ちます。
ハーブの香りがさわやかな化粧水です。
ローズ　デイクリーム 30ml ¥4,200＋税

オーガニックのダマスクローズの恵みとピーナッツ油、アボカド油
の天然保湿成分がお肌にうるおいを与え、乾燥から守るデイクリーム。
濃厚でありながら角質層までスッと浸透。ローズが贅沢に香ります。
リップケアスティック 4.8g ¥1,600＋税

ゴールド色が特徴のリップケアスティックは、シア脂、ミツロウ、アーモンド油の天
然保湿成分配合。乾燥が気になる唇にうるおいを与えてなめらかに保ちます。SPF3。
ハンドクリーム 50ml ¥2,400＋税

パワフルな植物として知られるコダカラベンケイ葉のエキスをはじめ、
天然の保湿成分が乾燥しがちな手指にうるおいを与えながら保護す
るハンドクリーム。スッと角質層まで浸透し、べたつきを残しません。
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アルジタル

生物学者・フェラーロ博士が故郷イタリ
ア・シチリア島のグリーンクレイの素晴ら
しさを伝えるため設立しました。数百万年
分の海洋性ミネラルを豊富に含むグリーン
クレイに、バイオダイナミック栽培で育っ
た生命力あふれるハーブと標高1200ｍの
広大な森林からわき出る天然水を使用。
100％天然由来成分にこだわり防腐剤を一
切使用しないことで、素材の持つパワーが
最大限に引き出された製品は、一人ひとり
が「健やかな肌へ導かれるように」肌質や
肌悩みに合わせて選べるものばかりです。
左から：
Ⓐ グリーンクレイペースト 250ml ¥3,600＋税　海洋性ミネラルを豊富に含んだ
フェイス＆ボディ用クレイパック。毛穴汚れ、古い角質や汚れによる黒ずみ・くすみ
を取りのぞき、洗い流した後はワントーン明るいうるおう肌へ。Ⓑ インテンシブ
エキナセアクリーム 75ml ¥3,500＋税　保湿ケアだけでは解決できない深刻な肌悩み、
何度も繰り返す肌トラブルをしっかり防ぎます。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。Ⓒ デリケートハイジーンソープ 250ml ¥2,600プ ＋税
デリケートゾーンを考えたpH値の柔らかい泡のリキッドソープ。肌本来が持つ自
浄作用を守りながら、ニオイやかゆみなどのトラブルの原因をやさしく洗い流します。
Ⓓ グリーンクレイ歯みがき（セージ）75ml ¥1,800＋税　セージエキスなど厳選した
植物成分を配合した100％天然由来成分の歯みがき粉。グリーンクレイが口内の汚れ
をすみずみまで吸着。歯ぐきを清潔に、歯石の沈着を防いで白い歯へ。Ⓔ デリケー
トハイジーンニアウリクリーム 75ml ¥3,500＋税 デリケートゾーンの敏感な肌を守る税
サラサラクリーム。下着などによる肌負担で起こしやすい肌荒れや、かぶれ、かゆみ
の原因になるかさつきを防ぎます。Ⓕ ブライトモイスチャライジングカモミールク
リーム 50ml ¥3,500＋税　赤みをともなう乾燥肌、不安定な肌の荒れをおだやかに防
ぎ、潤いで肌を満たします。内側から輝くようななめらかで明るい素肌へ。

自然療法や人智学などを学んだ生物学者・フェラーロ博士。
グリーンクレイの持つ美容や健康上の特性に着目し研究を
重ねた博士は、商品開発、本の出版や医学会議で講演を行
いクレイの素晴らしさを世界中に伝えています。
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シゲタ

SHIGETAでは、その人だけが持ってい
る美しさを引き出すことと、心地よい体づ
くりはリンクしていると考えています。そ
の人の素肌の美しさを引き出すオーガニッ
クブルガリアンローズと艶やかでなめらか
な仕上がりのＵＶシリーズは、心地良いア
ロマの香りで毎日の生活に潤いを与えてく
れます。

右から：
UVスキンプロテクション（クリア） 40ml ¥2,900＋税
CHICO SHIGETA×早坂香須子 スキンケアとメイクアッ
プのエキスパートが肌のエイジングケア※1と保護、そし
てツヤにこだわり抜いた、素肌の美しさを引き出す美容液
感覚のオーガニックUVベースクリーム／ UV スキン
パーフェクション（ライトベージュ,ミディアムベージュ）
25ml ¥3,100＋税 美容効果の高いザクロ、ローズヒップ、税
ラズベリーオイルを使用した、つける度に肌が潤いキレイ
になるBBクリーム。ミネラルパール粒子が肌のツヤを引
き出しながら、毛穴をしっかりカバーします。 ／ AW

プレシャスローション 100ml ¥3,400＋税ホワイトロー
ズとローズセンティフォリアの花のつぼみから採れた幹細
胞※2、海藻エキスを配合した、乾燥に悩む大人のための
ローション。 肌の隅々まで潤い、もっちりとした柔らか
な肌をもたらします。／ ゴールデンドロップス 15ml 

¥7,000＋税 ローズの香り豊かなブレンドエッセンシャ税
ル 生命力の強い植物が配合されていてパワフルにお肌に
働きかけます。 ハリと透明感のあるイキイキとした印象
へ／ AWA デイクリーム 50ml ¥5,500＋税ホワイトロー税
ズとローズセンティフォリアの花のつぼみから採れた幹
細胞※2とライ麦エキスを配合。皮脂膜のバランスが整い
肌をふっくらさせ、ハリを持たせます。
※1 年齢に応じたケア　※2 センチフォリア葉細胞エキス

CHICO SHIGETA フランスのオーガニッ
クコスメブランド『SHIGETA』のクリエイ
ティブディレクター。大手化粧品会社のコ
ンサルティング等を行なう傍ら、パリを拠
点にセレブリティー、アーティストのウェ
ルビーイングコンサルタントとしても活動。
現在、『パリで最も予約の取れないセラピス
ト』と称されている。著書に『パリが恋した
100%デトックス』 （マガジンハウス刊）、
『Chico式1週間 デトックス 大人のカラダ
の“毒”をリセット』 （講談社刊）、『SHIGETA
美容バイブル』 （マイナビ刊）がある。
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camomile
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lavender
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lemon

rosemary
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1985年、化学・植物学の学者夫妻、ユルゲン・クライン博士
とウルリケ夫人がピュアで汚染されていない大地、オーストラ
リアのアデレードにオーガニック自社農園を創設。土作りから
こだわり、バイオダイナミック農法で育んだ植物を独自の製法
で抽出、凝縮、処方することで最高のパフォーマンスを引出す、
パワフルなスキンケア商品を創り続けてきました。その絶大な
効果が話題を呼び、現在は世界18か国以上で販売するオーガ
ニックのパイオニアブランドとして、自然と最先端科学を融合
しながら進化し続けています。

左から：ハンドクリーム ローズ 40ml ￥3,500＋税　華やかで甘
く優雅なローズのハンドクリーム。ローズ、カレンドラ、ビオラな
どのハーブエキスが肌荒れから守りふっくらやわらかい女性らしい
手肌を演出します。ハンドクリームの中で一番人気。／ローズミス
ト バランシング 100ml ￥4,500＋税　100mlボトルにバラの花
びら8000枚を閉じ込めた化粧水。ビタミンやミネラルをたっぷり
含んだローズがゆらぎやすい肌をすこやかに保ちます。ジュリーク
の中でベストセラー。／クレンジングローション リプレニッシング 

200ml ￥4,700＋税　ジュリークNO.1売上＆リピーターを持つ
製品。華やかなローズの香りの肌に優しいミルクタイプのクレンジ
ング。数種類もの成分が肌をうるおし、しっとりやわらかい肌へ。

＜農園写真＞…オーストラリアのアデ
レードにあるバイオダイナミック無農薬有
機農法による広大な自社農園の写真。
＜フラスコ写真＞…自然と科学を融合
したジュリークのナチュラルスキンケ
ア。安心・安全な化粧品を届けたいと
いう使命のもと、ジュリークならでは
のすこやかで美しい肌を追い求め続け
ます。

 “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 ¥3,800＋税　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 

¥5,200＋税　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＋税　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。

ジュリーク アムリターラ

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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メルヴィータは、フランス発のオーガニックコスメブランド
として、30年以上にわたり、世界中の生きた自然を用いて、
生物学の知識と研究に基づき、自然と完全に調和する真の美
を映し出す製品をお届けしています。中でも、1984年から
販売し続けているオーガニック植物オイルはメルヴィータの
出発点。特別なノウハウのもとで、世界中の厳選された植物
から丁寧に抽出したピュアオイルが、私たちの自信です。
メルヴィータは、良質なオイルを販売する「オイルのエキス
パート」とも言えます。

左から：ビオオイル アルガンオイル 50ml ¥3,500

＋税　肌のキメやハリを上げる、メルヴィータで大
人気の100%のアルガンオイル。／ローズパルプ 

ウォーター オイル デュオ 50ml ¥3,800＋税　シェ
イクして使うブースターオイル。うるおいをすぐに実
感できます。／ビオオイル　ローズタッチオイル 

10ml ¥1,500＋税　携帯に便利な、アルガンオイ
ルベースのポイントケア用オイル。目もとや口もと、
全身のケアにも。／ロゼエクストラ ブリリアント ボ
ディオイル 100ml ¥4,800＋税　しなやか肌で、
綺麗なメリハリ。スプレータイプのボディ用オイル。

ル。数年間、一滴の雨が降らなくても
枯れない、驚異の貯水力を持つアルガ
ンツリーの実から採れるこのオイルは、
肌にうるおいを貯めこむのが得意です。

KO S M E Aで使用している原料はアフ
リカのレソト産の手摘みのローズヒッ
プオイルをはじめ原料は厳選した高品
質なもの、自然素材だけであることに
徹底的にこだわっています。あくまでも
KOSMEAがめざすのは「自然がもた
らすスキンケア」です。

コスメアメルヴィータ

“ローズヒップオイル”を肌への治癒力を奇跡的に高める成分
として一早くナチュラルコスメの分野に広め、20年前から
オーストラリアを中心に革新的なローズヒップオイルのパイ
オニアとして成功したブランドです。1993年に創設者マリー・
ジェンキンズがローズヒップオイルをフェイシャルマスクと
して使用し、彼女自身がその効果に圧倒されたことから、小
さな家族経営のもとブランドが始まりました。「ローズヒップ
オイルこそが、もっとも重要な成分である」ということに、彼
女の企業家精神および製品に対する情熱は基づいています。

オーガニックローズヒップオイル 20ml

￥3,800＋税　ローズヒップの皮、実、種の
素材をまるごと使用したホールオイル／ ラ
ディアンスセラム 20ml ￥5,800＋税　年齢
肌に働きかける自然界の美容オイル／ スキ
ンバーム 50ml ¥4,500＋税 オーガニック成
分をたっぷり含んだオールマイティなスキンケ
アバーム
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イギリス生まれのハーブファーマシー。ブランド名
は、「ハーブ」「ファーム」等を言葉遊びさせた造語で、
創始者で植物学博士のポール・リチャーズのユニー
クな発想から生まれました。約30年前に始めた自
身の農園で作るハーブを使用したハーバルレメディ
は、英国のオーガニックファンから絶大な支持を得
ています。ポール・リチャーズは多くのブランド、
製品の監修にも携わっていました。そして遡ること、
今日のオーガニックコスメの先駆者にもなりました。

左から： テンプル　バーム 15g ¥2,200＋税 〈コスメキッチン
オリジナル〉こめかみ部分に塗ることで、気分をほぐしてリラッ
クスする香りが広がります。ゆっくりしたお休みタイムにオス
スメです。※妊娠、授乳中5歳以下のお子様はお避けください。
／ マロー　ビューティ　バーム 15g ¥2,400＋税 肌を柔らか
くするマーシュマローとハリを与えるマレインを含んだフェイ
シャルバーム。乾燥と肌荒れに。イランイラン、グレープフルー
ツの香り。／ イージー　ブリース　バーム 15g ¥2,200＋税 

〈コスメキッチンオリジナル〉顔と胸元におすすめのスーッとし
た香りがひろがるバーム。ユーカリとミントでさわやかリフレッ
シュ。※妊娠、授乳中、5歳以下のお子様はお避けください。

植物学博士ポール・リチャーズ。
植物学、植物生理学に精通。モスクワ
で勤務後、イギリスに戻り自身の農園
をもつ。30年以上に渡る土づくりの
経験と、ハーブの専門知識を活かし、
スキンケア製品を開発。

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
ダクツである植物素材100％の石けん。一番搾りのオリーブ
オイルをベースに、14種類もの植物を配合し、「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ます。そして、石けんの知識と経
験が凝縮された、植物素材100%で、ダマスクローズを使っ
たフェイスオイル ワイルドローズ。

ガミラシークレット オリジナル 約115g

¥2,300＋税　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。／ ガミラシークレット フェイ
スオイル ワイルドローズ 50mL ¥9,500＋税　
肌が必要としている成分すべてをカバーできる
ように10種類もの植物をブレンド。ソープで
肌を洗浄し、その後フェイスオイルをそのまま
顔と首にマッサージするだけでスキンケア完了。
これがガミラシークレットが提唱する、素肌本
来の美しさを引き出すシンプルスキンケア。

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。

ハーブファーマシー ガミラシークレット
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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、美肌に
導くフィト成分と、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
クな安らぎをもたらしてくれます。

左から：土管のおやじ 100ml ¥7,900＋税 肩
や首の、背中などをリラックスさせるハーブボ
ディローション。18世紀に実在した森のセラ
ピスト (シャーマン )、オヤンおじさんが開発し
た伝統レシピ。／フランシラ ピートトリート
メント 500ml ¥9,800＋税 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
ディパックや入浴料に。／フランキンセンス
AGオイル 40ml ¥7,500＋税 年齢を重ねた肌
ほど効果を実感できる濃厚なオイル美容液。

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。

ドゥーオーガニックは、国産の本格的なオーガニック化粧品
がほとんどなかった2008年、人にも環境にもやさしく植物
のエネルギーに満ちた、本物のオーガニック化粧品を届けた
い、という想いから誕生しました。エイジングケア※を考え、
穀物を中心とする美容食材などの植物原料を厳選。ぷるんと
したハリや弾力が保たれた肌を目指します。原料・処方・ス
キンケア効果に徹底的にこだわり、スキンケア全品にオーガ
ニック製品の証である「エコサート」と「コスメビオ」の認証
を受けています。※年齢に応じたケア

左から： ドゥーオーガニック クレンジング リキッ
ド 120ml ¥2,800＋税 植物性クレンジング成分を配
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。／
ドゥーオーガニック エクストラクト ローション モイ
スト 120ml ¥3,800＋税 コメ由来の天然セラミドが
角層のバリア機能を補い、肌本来の保湿機能をサポー
ト。／ ドゥーオーガニック パワー　セラム V 30ｇ 

¥7,000＋税 濃密なジェルエマルジョンが、ぷるんと
上向きに弾むような引き上げ感覚をもたらします。

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、合
鴨農法により育てられた丹波篠山産の
希少な有機玄米や減農薬栽培の黒大豆
から得られるエキス、圧搾抽出により国
産玄米10ｋｇから５ｇしか採れない胚芽
油などの原料。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’を追求しています。

ドゥーオーガニックフランシラ
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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で製品づくりを
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： シアーナクリーム 50m l ¥4,000

＋税 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。
敏感肌にも。／ ローズクリーム 50ml ¥4,500

＋税　アボカド油を配合した保湿力の高いクリ
ーム。しなやかで弾力のある肌へと導きます。
／ ローズモイスチャーミルク 100ml ¥4,500

＋税　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。

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。

EOは、1995年にカリフォルニアで、ブラッド・ブラック
とスーザン・グリフィン・ブラックによって生まれたブラン
ドです。すべての製品に人工香料を一切使用せず、ピュアな
エッセンシャルオイルだけを採用。植物が持っている自然の
ままの豊かな香りが、心と身体に癒しをもたらします。また、
EOこだわりのオリジナルブレンドを多数取り揃え、アイテ
ムごとのバリエーションをお楽しみいただけます。生活を、
人生を、ますます豊かにする「アロマフルライフ」をEOと
ともに。

左から： シャンプー フレンチラベンダー 250ml ¥1,800＋税 ラ
ラベンダー油とハイビスカス（ブッソウゲエキス）が、乾燥やドライヤー
の熱などのダメージから髪を守ります。／ ボディローション グレー
プフルーツ&ミント 236ml ¥2,000＋税　肌をなめらかに整えるミ
ルクタイプのボディローション。みずみずしい使用感で、肌を潤いの
ヴェールで保護します。／ ボディオイル ローズゼラニウム&シトラ
ス 236ml ¥3,800＋税 軽やかなテクスチャーが心地よいボディオ
イル。ドライに傾きがちな肌からべたつきがちな肌まで、水分・油分
バランスを整え、すこやかな状態に。／ オーガニック ブレススプ
レー 10m l ¥900＋税 すっきりと爽快なミントとクローブの精油を配
合した、口内用エチケットスプレー。持ち歩きに便利なミニサイズです。

創業者のブラック夫妻は、子どもたち
のために安心して使える化粧品がまわ
りにないことから、彼らが自分たちで
手がけることを考えＥＯを設立。アメ
リカ全土で初めて化粧品でN O N

GMOの認証を取得した企業でもあり、
有機栽培などにこだわる全米各地の農
家と直接契約を結び、フレッシュで安
全性の高い原料を確保しています。

マルティナ イーオー
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南半球はるか遠くのアフリカ。そこに宿る生命の木「シア」。この
実から採取されるシアバターは私たちの肌を驚くほど潤してくれ
る効果をもっています。 赤ちゃんとママが安心して使える＝敏感
な肌の方にも安心してご使用いただけること。 毎日使い続けるも
のだからこそ、どの製品も7つの合成成分不使用という安全性を
保っています。使ってみたいけど、ちょっと敷居が高いというイ
メージを抱かれがちなナチュラル・オーガニックコスメ製品ですが、
“どの家庭にも一つはあるような、手軽に使い続けられるナチュラ
ルコスメを作りたい”という想いで作ったのがママバターです。

左から： ママバター フェイス＆ボディクリーム 25g ¥1,200＋税 天然シ
アバターで100％ナチュラルな植物性保湿クリーム。赤ちゃんからお肌の弱い
方まで。乾燥が気になる目元のお手入れ、リップクリーム、顔、ボディ、手、爪、
髪、足まで、全身どこでも使えるのが特徴です。／ ママバター ＵＶケアク
リーム アロマイン SPF25PA++ 45g ¥1,300＋税  虫が嫌がると言われてい
るエッセンシャルオイルを 配合した、ナチュラルなUVケアクリーム。天然の
保湿成分シアバターを５％配合し、スキンケア効果もそなえ、アウトドアでの
UV対策としてオススメです。／ ママバター ボディローション 140g 

¥1,200＋税 シアバター12％配合で肌にしっとり潤いを与えます。ベビーロー
ションや、マタニティの方のストレッチマーク対策としてもさらりとなじみ、
お肌にしっかり密着。お肌に水分を閉じ込め、なめらかなお肌へ導きます。

とれるのが“シアバター”。アフリカ
の女性たちがあれほど強い紫外線と乾
燥した土地の中でも、みずみずしい美
しい肌を保てるのはシアバターのおか
げといわれています。

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。肌サイクルにアプローチするククイ
ナッツ油、エイジングケア*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
ての赤ちゃんにもご使用頂けます。*年齢に応じたケア

左から： クリアヴェリーエッセンス 30ml 

¥3,600＋税　無肥料、無農薬、無添加の超天
然植物美容液。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。／ クリアヴェリーモイスト100ml 

¥2,600＋税　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。／ キスフォータウン45ml ¥2,800＋税　
赤ちゃんでも安心して使える美容液ベースの
UVクリーム（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。

ウェリナオーガニクスママバター

30



オーガニックの聖地、アメリカのコロラド州発。創
業者、ブランディ・モニークのインスピレーション
によって2011年に誕生したオーガニックパーソナル
ケアブランド。FIG（無花果）は「官能」、 YARROW
（ヤロウ）は「癒し」を象徴する植物。このふたつの要
素は、一見相反するようであり、どちらも女性の魅
力をつくるうえで欠かせないもの。使うたび自分の
魅力が開花し、インスピレーションが磨かれる感覚
をもつことができるでしょう。 

左から： フェイシャルオイルセラム 15ml ¥6,000＋税 ローズヒップ、アルガン、ザク
ロなど9種のオイルをブレンドした、ラグジュアリー&リッチなエイジングケア※セラム。／
モイストバタークリーム 60ml ¥7,600＋税 スイートアーモンドやボラジオイルなどを

ブレンドしたみずみずしい感触とエモリエント効果をあわせもつ、リッチなフェイシャルク
リーム。／ コンプレクションウォーターミスト（ローズ&サンダルウッド&ネロリ） 120

ｍl ¥4,800＋税 フローラルウォーターとエッセンシャルオイルをブレンドしたミストタイ
プのトナー。女性の肌とメンタルバランスに働きかけるブレンド。／ ボディスクラブ（カ
ルダモン&コーヒー） 128g ¥3,400＋税 サトウキビ由来のシュガースクラブが不要な角質
をやさしくオフ。カフェインを含むコーヒーパウダーが肌を引き締めます。／ リップテ
ィント（ローズ&バニラ） 7g ¥1,460＋税 ローズとバニラのエッセンシャルオイルが魅惑的
な芳香を放ち、フェミニンな唇を演出するほんのり赤いリップティント。※年齢に応じたケア

創業者のブランディ・モニークは、植
物療法をベースに、植物と通じ合うこ
とのできる独創的な感覚とデザイナー
として培ってきたコンテンポラリーな
センスを融合し、FIG+YARROWを
誕生させました。

北イタリア・ピエモンテ州の豊かな自然と、日本人の繊細な
感性。そのふたつの融合から生まれたオーガニックコスメ、
それがテラクオーレです。イタリアに息づく伝統的な植物学
の知恵を活かし、日本人の肌質や環境にあわせて独創性に富
んだ処方を共同開発しています。オーガニック植物の魅力を
最大限に引き出すため、原料となる植物を生産のたびに厳選
し、都度エキスを抽出するなど、ひとつひとつ手作業で丁寧
に製造しています。フレッシュな製品が、透明感あふれる肌
本来の美しさを引き出します。

左から： ダマスクローズ　クレンジングミルク 125ml ¥3,500＋税 ぷるんと
したミルクで肌を包み込み、メイクや油性の汚れも頼もしくオフ。透明感とハリを
与え、みずみずしくフレッシュな肌に整えます。 ／ ダマスクローズビューティ
モイスト スキントナー 125ml ¥4,500＋税 フラワー＆フルーツの力で、なめらか
なハリ肌に整えます。こっくりとした潤いで肌荒れを防ぎ、使い続けるほどに、み
ずみずしく透明感のある肌に。／ ダマスクローズデュー オイル 20ml ¥6,200

＋税 3種のローズ成分を溶けこませ、多角的なエイジングケア※を叶えるオイル美
容液。数滴で、潤いをたたえたハリと輝くツヤをもたらし、やわらかくなめらかな
肌へ。／ ダマスクローズエラスティック クリーム 50ml ¥5,500＋税 肌にの
せた瞬間にすっとなじみ、コクのある濃密な潤いを与えます。肌のバランスを整え、
もっちりとした弾力と、みずみずしく透明感のあるなめらか肌に。※年齢に応じたケア

北イタリア・ピエモンテ州で、実直に
昔ながらのオーガニックコスメづくり
を行う工房との出会いから始まったテ
ラクオーレ。イタリアと日本の開発チ
ームが毎日ディスカッションし、製品
づくりを行っています。

フィグアンドヤロウ テラクオーレコスメキッチン先行ブランド
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心は身体に影響し、身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
“心と身体が健康になる力”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（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： ピュアシナジー 354g ¥21,000＋税　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。／ ベリーベリープ
レミアム 120g ¥7,800＋税　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。／ ヴァイタシナジー
フォーウーマン120粒　¥9,241+税　ビタミン・ミネラ
ルに、女性をサポートする20種類以上の厳選されたハー
ブをブレンド。／ ケールファーム65g ¥6,400円+税 　
栄養価がピークとなるベビーケールを、熱を加えず丁寧
に加工。クレンズが気になる方にもおすすめです。

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
州モアブにあり、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。

キンバリーはオーガニックのハーブとエッセンシャルオイル
の本格的な研究を開始し、この研究結果から、様々な皮膚の
問題および保護方法を発見しました。全ての時間をハーブの
栽培と調査、研究に費やし、遂に新しい商品の開発をする事
ができ、USDA（米国農産局）のスキンケア部門として非常
に厳しい審査をパスし、オーガニックスキンケアとして、ア
メリカンセレブのお客様に注目され、世界の有名なスパで利
用されております。

左から： フェイシャルバーム 45g ¥15,500

＋税 シアバター、ジャスミンオイル配合で乾燥
しているお肌を整え、更にジャスミンの香りが
リラックスを誘います。／ ソフトラベンダー 

116g ¥6,800＋税 シアバター配合でビタミン
を含む美容成分が乾燥を防ぎお肌をソフトに保
ちます。毎日のハンドやボディーのお手入れに。
／ インテンスクリーム 30ml  ¥18,000＋税 

ヒアルロン酸配合で、１プッシュでお肌に潤い
浸透。潤いを与え、ハリつやあふれる若々しい
お肌を目指します。

創設者のキンバリー・パリーは、大企
業に15年間勤務し、その間に結婚し
２人の娘を出産。娘の皮膚トラブルを
抱え、オーガニックでホームメイドの
クリームを作った事がキッカケとなり
創設しました。

シナジーカンパニーキンバリーパリー　オーガニックス

心を体を内外からサポートするブランド

コスメキッチン限定ブランド
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オーガニック認証のフラワーパウダー、植物オイルやエキス
などを主原料につくられた新しいフローラルカラーコスメ
“ズイオーガニック”。たっぷり配合されたオーガニックの植
物成分はスキンケアのように肌に働きかけ、ダメージを癒し
活力を与えます。さらに鮮やかな発色と100近い多彩なカラ
ーアイテムは海外で舞台メイクに採用されるほど。原料のフ
ラワーパウダーや植物成分は、軽い使用感を実現し皮脂を吸
収してくれるため、肌ストレスを感じることなく、美しい仕
上がりが期待できます。

左から： フローラパウダーファンデーション
全7色 10g ¥4,500＋税　貴重なダマスクロー
ズのパウダーでつくられたプレスドファンデー
ション。肌をダメージから守りながら美しさを
キープします。／ フローラリップスティック 

全18色 4.0g ¥3,200＋税　なめらかな仕上が
りとクリーミーな発色が特徴のリップスティッ
ク。配合されたヒマワリ油、ホホバ油、ミツロ
ウが潤いのある艶やかな口元を演出します。

右：ファンデーションなどの主原料に
使われるオーガニックダマスクローズ
のつぼみ。
左：「色の魔術師」と呼ばれるほどの
カラーレシピを持つ開発者R o s e    

Beesey。

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。肌をケアし
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 ¥7,400

＋税　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
リのある健やかな状態に保ちます。／アメイジ
ングベース SPF20 アイボリー 10.5g ¥6,800

＋税　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。

ジェーン・アイルデールズイオーガニック
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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れており、
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： ネイチャーズゲート オーガニクス シャ
ンプー（PR） 354ml ￥1,800＋税　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。／ ネイチャーズゲートシ
ャンプー（PS） 532ml ¥1,400＋税　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。／ 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 ¥1,840＋税　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。

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年に設立されたウルテクラム社は、海に囲まれた自然の美しい国デン
マークにあります。設立当初より、｢肌を洗浄、ケアするものは、食べものと
同じくらいクリーンであるべきである。なぜなら、それらは食べものと同様
に、身体の隅々にまでいきわたるものであるから｣という基本理念を忠実に
実行してきました。そして2014年冬、より幅広いお客様のニーズに答える
ため企業理念はそのままに、より機能性に特化した製品に生まれ変わりまし
た。今後も、オーガニックヘア＆ボディケアメーカーのパイオニアであるべ
く、伝統的なハーブ処方にこだわり、厳選した原材料と自然の力を効果的に
組み合わせ配合した、非常に質の高いボディケア製品を作り続けています。

左から： ウルテクラム　ベビーローション 2 5 0 m l 

¥2,400＋税 赤ちゃんの繊細な肌の毎日のお手入れに使える、
保湿ローション（乳液）。軽いつけ心地で、肌にすばやく吸収
されます。／ ウルテクラム　ローズ　シャンプー 250ml 

¥1,600＋税 ダマスクローズやアロエベラがうるおいを与え、
しっとりまとまりやすい髪に。ローズとゼラニウムの女性らし
く、華やかな香り。／ ウルテクラム　ノルディックバーチ 

コンディショナー 250m l ¥1,900＋税 シラカバ葉エキス
が頭皮をすこやかに整え、植物油が乾燥した髪を保湿します。
さらに、ビートエキスやコーンスターチが、潤いある指どおり
の良い髪へ導きます。ノルディックバーチオリジナルの香り。

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
ルケアなどを扱うトータルケアブランドです。エ
コ活動にも早くから積極的に取り組み、工場で使
用するエネルギーやヒーティングシステムも風力
や自然素材を使用しています。すべての人々に、
良質で安心してお使いいただける製品をお届けし
たい。人々の暮らしと健康、人々を取り巻く環境
が健全であることに尽力しています。

ウルテクラム 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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１９７５年よりスカルプケアに着目し、頭皮の健康こそが美
髪をつくると説くスパサロン発のエイジング＊ヘアケアブラ
ンド。厳選されたハーブを朝摘みし、蒸留して得られるパワ
フル＆ピュアなエッセンシャルオイルを配合した製品は、髪
と頭皮を根本から整え本来の力を引き出す「攻めのアロマケ
ア」を可能にします。フィトテラピー、アロマテラピー、そ
して東洋思想を組み合わせたメソッドで、髪質を問わずに根
本から健やかな状態に。パリの５つ星ホテル「リッツ」も認
めた世界のロングセラーです。*年齢に応じたケア

左から：エッセンス キャピロール　AC 28ml ¥8,400＋
税 濃厚な朝摘みハーブがパワフルに頭皮と髪を整えてく
れる、ジョジアンヌロールのスター商品です。髪と頭皮
のディープなお悩みにも応えます。／シャンポワン オー
ザルグ 200ml ¥4,200＋税 ミネラル豊富なフランス・ブ
ルターニュ産の海藻が、使うほどに髪にハリとうるおい
を与えます。クセになるさっぱりとした洗い上がり。／
ローション ブリオンス 130ml ¥3,600＋税 ハーブの力
でキューティクルをひきしめ、髪のパサつき、うねりを
防止します。カラーリングのアフターケアや紫外線対策
にも。トラブルがおきにくい髪と頭皮に整える逸品です。

アロマテラピストの第一人者。植物学を
学んだ後、パリにサロンを開店。
「健やかなる時のみ、人は美しく輝ける」
をモットーに、ヨーロッパの王侯貴族を
顧客に持つ現役のカリスマエステシャン
です。

キレイはからだの中から、つくられる。いきいきと生命
力あふれる本来の美しさ。その基本となるのが、体内に
美と輝きをめぐらせる健やかさ。「密 -hisoca-」は、大正
製薬が日本女性のためにつくった美容サポート飲料です。
女性が気になる悩みに焦点をあて、古くから重宝されて
きた東洋と西洋のハーブを独自の配合比で凝縮し、無香料、
無着色、素材そのままの風味で5つのレシピをつくりま
した。お試ししやすい1回分のスティックタイプもご用意。
さあ、あなたもインナービューティをはじめませんか。

 密 -hisoca- 柘榴 490ml ¥5,000＋税 「いつまでもキレイにいたい」
方におすすめの柘榴（ざくろ）。さわやかな酸味です。／  密 -hisoca- 生
姜 490ml ¥5,000＋税 「寒さが苦手、冷房がキライ」な方におすすめの生
姜（しょうが）。お湯割りでポカポカ温まります。／  密 -hisoca- 西洋梨・
王乳 490ml ¥5,000＋税 「もっと、うるおいがほしい」方におすすめの西
洋梨・王乳（せいようなし、おうにゅう）。炭酸割りでみずみずしい味わいです。
／  密 -hisoca- 蔓苔桃 490ml ¥5,000＋税 「立ち仕事や座り仕事が多
い」方におすすめの蔓苔桃（つるこけもも）。ヨーグルトにかけてフルーティー
なソースとしてもGOOD。／  密 -hisoca- 西洋李・ 草 490ml 

¥5,000＋税 「カラダの中からキレイになりたい」方におすすめの西洋李・
草（せいようすもも、どくだみ）。豆乳で割ってまろやかヘルシーなドリンクに。

生薬を長年研究してきた大正製薬が作
り上げた「密 -hisoca-」。大切にした
のが、おいしく楽しく続けられること。
カラダとココロ、両方を美しく。それ
が大正製薬の考えるインナービューテ
ィだからです。

ジョジアンヌロール 密 ヒソカ
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「オーガニック商品を使いたい。でも、さまざまな基準や商品が
あって良くわからない・・・」そんなお客様が、自分のライフス
タイルに合わせて納得して選ぶことができる、安心・安全でわか
りやすいオーガニック商品、それがmade o f Organ icsです。
made of Organicsは、「オーガニックリアリズム」をコンセプト
として、日常生活に関わる様々な商品に関して、それぞれのアイ
テムごとに現状で最も優れていると思える商品を複数のメーカー
から厳選するセレクトブランドです。安全性、使用感、価格のバ
ランスがとれた商品を世界中からセレクトしていきます。

左から： ダニオフ ファブリックスプレー 250ml 

¥1,500＋税 ダニが嫌がるエッセンシャルオイルをブレ
ンドした香りのスプレーです。100％天然由来成分。シ
トラスハーブの香り。／ ホワイトニング トゥースペー
スト 75g ¥1,400＋税 竹と天然ミネラルのシリカの2

種の微細な粒子が穏やかに汚れを除去する有機食品認定
取得のホワイトニングトゥースペースト。／ ドラゴン
ブラッドハミガキセット 25g+歯ブラシ1本 ¥950＋税 

歯の土台も美しく。歯ぐきや口内のためにエイジング※

ケア成分であるドラゴンブラッドを配合した有機食品認
定取得の歯みがき。歯科医監修のマッサージブラシ付き。

※年齢に応じたケア

代表の高倉健。
1964年京都府生まれ。百貨店バイ
ヤーとして活躍後、独立。体調をくず
し長期療養をしたことをきっかけに
オーガニックに目覚め、2008年から
オーガニックアイテムの自社ブランド
made of Organicsをスタートさせる。

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： ヘアマスク35 230g ¥2,000＋税　
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 ¥2,000＋税　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
妥協のない品質を有する製品を真心を
込めてつくっています。

ラ・カスタメイドオブオーガニクス
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伊勢神宮にお参りするのが何よりも好きな、
感謝の気持ちを大切にする、きれいで、聡明
な、誰からも愛される、そんな女性のための
一品です。「あぶらとり神紙」「風呂神玉」「お
浄め塩スプレー」など、心のデトックス（浄化）
をテーマに、質の良い天然由来の日本製にこ
だわり、また、売上利益の一部を「伊勢神宮」
に奉納・寄付しています。この「おいせさん」
を使うことで、日々生活できる喜びを感じて
いただければと思います。

お浄め塩スプレー 15g ¥1,000＋税 天日で乾燥されたミネラルいっぱいの塩とフランキンセン
スやローズマリーなどの天然（オーガニック）エッセンシャルオイルの繊細な優しい香りで、気になると
ころをお浄め下さい。／ お浄め風呂神塩（パワーエナジー） 20g ¥400＋税 ミネラルいっぱい
の塩とさまざまな天然エッセンシャルオイルの繊細でやさしい香りが気持ちを清らかに整えてくれます。

おいせさん
オイセサン

コスメキッチンに並ぶ、世界各国の実力派たち

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。ザクロシードオイルやネロリ、ローズなどの
植物成分を配合。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。

スージングローション 100ml ¥3,300＋税　ネロリ＆カシスの香りとやわら
かな感触がスージングローション。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。／ クレンジングミルク ネロリカシス 100ml ¥3,300＋税
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。

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。

「スカートの下の、たしなみ。」女性という‘性’
を大切に生きてほしい。女性の心と身体に向き
合う私たちルボアがたどり着いたのは、自分の
身体に関心を持ち、大切にするためのボディケ
アでした。センシティブな部分だからこそ、植
物のやさしさと力を。そんな思いに応えるため
に生まれた「アンティーム オーガニック byル
ボア」は、オーガニックハーブの原料にこだわり、
デリケートゾーンに使えるボディケアシリーズ
です。女性であることを健やかに楽しむために。

アンティーム フェミニン ウォッシュ 100ml ¥2,000＋税 通常、ボディソープの多くはアルカリ性ですが、「アンティー
ム フェミニン ウォッシュ」は、ｐＨバランスにも配慮した弱酸性、オーガニック植物原料配合のリキッドソープです。／
アンティーム ホワイト クリーム 100ml ¥2,600＋税 誰もがきにしている、デリケートゾーンの黒ずみ。オリーブ

オイルから抽出した自然原料によって、うるおいを与え明るい肌印象に導きます。バストトップやワキにもおすすめです！

者、森田敦子。客室乗務員時代
に気管支喘息を発病。そのケア
として植物療法に出会い、仏国
立パリ13大学で植物薬理学を
本格的に学び、植物の力を最大
限に引き出す製品開発を行う。

プリマヴェーラ チャントアチャーム

「刺激を受けやすい」「乾燥しやすい」「大人ニキビ*1ができ
やすい」女性を取り巻く肌トラブルはいろいろ。「チャント
アチャーム」は、日々ストレスにさらされた肌の悩みに自
然性成分の力で応えたいという願いから誕生した、自然成
分*2で肌を正しく整えていくスキンケアシリーズ。無農薬
で育った植物のさまざまな力を肌の悩み別に組み合わせて、
効果的に処方しました。自然から生まれた人の肌に、自然
の恵みがしみわたっていく感覚を毎日のスキンケアできっ
と実感できるはずです。*1ニキビを予防します（チャントアチャーム ニ
キビ肌ラインは医薬部外品です）　*2天然由来または天然物を加工した原料を使用

〈カサツキ肌ライン〉モイストローションR 150ｍl ¥2,000＋税 天然ハーブ
とアミノ酸成分配合。とろみのテクスチャーのしっとりとした化粧水です。／
〈ニキビ肌ライン〉薬用アクネ パウダーウォッシュ 0.8g×34包 ¥2,500

＋税 酵素成分が、肌に残った不要なたんぱく質や皮脂を分解して洗浄します。

ネイチャーズウェイは日本における、自
然化粧品のパイオニアです。日本初の自
然化粧品の輸入にはじまり、現在では自
然化粧品を自社工場で製造する国内でも
屈指の企業となりました。「自然との融和
による美と健康の創造」という企業理念の
もと、こだわりの製品をお届けしています。

アンティームオーガニックバイルボア
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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。

ヘアワックス 42g ¥1,980＋税　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。

ザ・プロダクト フローラ

コスメキッチンに並ぶ、世界各国の実力派たち

フローラ社は、1965年にカナダのブリティッシュ・
コロンビア州で創業。「精神と身体を浄化して高める
ことで、心身の調和がとれた質の高い健康を提供す
る」ことを目指し、化学的な成分を添加せず、100％
植物のチカラだけの製品を作っています。今日、オ
ーガニック・ハーブの研究と製品開発で、世界トッ
プ企業の1つと評価されているフローラ社では、「フ
ロー・エッセンス」や「ウドズ・オイルブレンド」を
はじめ、健康補助食品、ハーブティなど100種類を
超える製品を世界40ヵ国以上に輸出しています。

ウドズ・オイルブレンド オメカﾞ3&6 500ml ¥6,190＋税 

飲む美容液！身体の内側からキレイに。8種類の植物のパ
ワーが身体を健康に守ってくれる。250ml入りも販売開始。

フローラ社育ての親、トーマス・
グレイザーは、ドイツのハーブ
メーカー、サルス社の創業者グ
レイザー家の三代目。彼が先祖
から受け継いだ「植物の力」を最
大限に引き出す商品づくりは、
フローラ社の原点です。

パーフェクトポーション

アクア・アクアは国産のオーガニックコスメブラ
ンドです。ナチュラル＆オーガニックな成分は長
時間のメイクでも肌にやさしく、みずみずしさが
乾燥によるダメージから肌を守ります。スーパー
フルーツやメロンプラセンタ（メロン胎座エキ
ス・保湿成分）などのフルーツ美容液をギュッと
つめ込み、みずみずしいお肌へ導きます。厳選し
たカラー処方で仕上がりの自然さと使用感にもこ
だわりました。 アクア・アクアは、より美しく
魅せる肌を目指すあなたを応援するブランドです。

オーガニックスイーツリップ（ピュアハニー／チェリーピンク／クリアクランベリー／アップルレッド） 4.2g 

¥1,500＋税  食べられる成分で作った、はちみつ（保湿成分）配合のピュアハニーとかわいいカラーリップ。
保湿成分、美容成分を配合し、時間がたっても続くうるつやヴェールを実現させたオーガニック美容液リップです。

オーガニックコスメの良さを知
ってもらうため生まれたアク
ア・アクア。フルーツ美容液を
メインで使い、CCクリームな
ど話題の商品もシンプル＆手頃
な価格で実現。ファーストオー
ガニックとしてもオススメです。

・
アクア・アクア

オーガニック先進国・オーストラリアで効
果のあるナチュラルセラピー・コスメとし
てPERFECT POTIONはサルバトーレ・
バタリアによって作られました。植物の生
育する土壌、環境、過程にまでこだわり、
世界中から厳選された天然成分のみでつく
られているので、敏感肌の方やお子様にも
安心してお使いいただけます。

アウトドアボディスプレー 125ml ¥1,400＋税／ アウトドアス
ポットケアローション ¥1,000＋税　植物の持つエネルギーをそのまま
製品に詰め込みました。本物のアロマセラピーを五感で感じてください。

オーストラリアに生まれ、ロンドンにてアロマセラ
ピーを学ぶ。アロマセラピー、ハーバルメディスン、
ナチュラルセラピー、針治療の資格保持者であり、
1987年からアロマセラピーの教育に携わると共に、
世界各国から依頼される講演を積極的に行うなど、
PERFECT POTIONの展開以外にもアロマセラ
ピーの発展のために多方面で活躍しています。
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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、原料かつ食品基準
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
オーストラリアで誕生したコアラベビー。全商品
が100％ナチュラル、オーガニック成分配合率は
驚異の98％以上。2012年のブランド調査では、世
界で最もオーガニック配合率が高いベビーケア商
品であることが認められた本格ベビーケア。赤ち
ゃんだけでなく、敏感肌など全ての方にお勧めです。

オーガニックベビーバリアクリーム 75ml ¥3,000＋税 赤ちゃんや幼
児のお肌を保護する、外遊び前のケアにぴったりな全身保湿用のクリー
ム。特に乾燥が気になる部分や、敏感肌の方の化粧下地におすすめです。

一児の母として、商品開発に携
わるアネルズあづさ。英国アロ
マセラピー留学終了後、産婦人
科内での施術や医療関係者に向
けたセミナーなど開催。日本と
オーストラリアを行き交い、商
品開発や教育に従事。

コアラベビー インディジェナスソープ

sansでは、"美"は調和であると確信しています。自然と科学のこ
れまでにない力強い関係により、私達は日々世界を少しずつ変え
ていきます。自然で優れたパワーを持つ成分だけを贅沢に用いて
不必要な人工的有害な原料を一切省く。フランス語で“sans”は
“without”の意味があり、これは"何も隠すことがない効果的な
美"を表します。本当にピュアで透明感のあるパーフェクトな髪と
肌の追求・・・自然エネルギーが凝縮された有効成分を含んだエ
ッセンスをシンプルな処方で届けます。sansは、可能な限りオー
ガニック原料にこだわり、ナチュラルでありながら最先端科学に
基づき研究された"ハイブリッドな新世代シューティカルズ"です。

Aボディ＆フェイスオイル 250ml ¥3,200＋税 上質な植物
オイルが肌にハリを与え、キメを整えます。髪や顔、全身
の保湿や日やけ後のケアに。

sansをスタートした、女性ク
リエーターのルーシー・マーは、
イングランドに生まれ11歳で
ニュージーランドへ。その先見
性や富美眼が注目され、美容・
ファッション業界で活躍してい
ます。

ソンズ

Indigenous Soap（インディジェナスソープ） は、ハ
ワイ・オアフ島で生まれました。「人間はみんな
“Indigenous＝土地に根付いた、変わらない、生ま
れたままの”」であると信じ、神聖なスピリットを持つ古
代ハワイアンが大切にした自然のちからにインスピレー
ションを受けたMs. Love Chanceが、オーガニック
のハーブやエッセンシャルオイルをふんだんに使い、
植物の持つパワーを積極的に利用した、自然の生
命力あふれた愛情たっぷりの石鹸です。森の中で
植物に囲まれているような深く豊かな香りが特徴です。

インディジェナスソープ　ラブチャイルド 135g ¥1,800＋税 小さな子どものやさしい
肌に合うように純度の高いピュアなオイルとハワイ産のお花などで作っています。バスタ
イムを楽しめるように、大きくて虹色の泡たつようにつくりました。Enjoy the reinbow!

Love Chance（ラブ・チャン
ス）2002年、ハワイ大学でハ
ワイアンメディシナルハーブを
学んだことをきっかけに、石け
んを作りはじめ、2 0 0 3年、
T h e I n d i g e n o u s S o a p 

Companyを設立。

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。特殊
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 ￥3,600＋税　
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。
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reMioのアルガンオイルは、モロッコにアルガン
農園と精製工場を所有するベルベル族のオーナーと
直契約から原料を輸入し、日本国内にて充填された
製品です。アルガンオイルの効果は、樹齢・実の時
期・精製法のすべてのプロセスがきちんと管理され
ている品質で決まります。reMioのアルガンオイル
は、最も栄養価の高い樹齢３５～６５年のアルガン
の樹から、８～９月に熟して落果した果実だけが使
われています。種子の選別から出荷まで６週間をか
け、純度の高いオイルが精製されています。

オーガニックアルガンオイル 30ml ¥3,300＋税 100％アルガンオイル。ビタミンE

の含有量はオリーブオイルの2～4倍。乾燥による小じわ・年齢がすすむにつれて感じて
くるお肌の悩みをケアします。さらに髪やボディ、ネイルケアなど全身にお使い頂けます。

モロッコ、ＬＡＭＮＩＺＬＡ村を訪ね、
「アルガンオイル」の製造工程
を勉強させて頂きました。彼等
の確かなアルガンの知識と、も
のづくりに対して一切妥協しな
い考え方から、本物が作り出さ
れる確信を得られました。

ナリンがスイスアルプスに囲まれた小さな村で
誕生してから約60年。古くから伝わるハーブレ
シピと独自製法によって、ハーブの活き活きし
た生命力が凝縮された製品は、今日、世界22
ヶ国以上で愛用されるまでになりました。植物
本来がもつチカラにこだわった自然原料をベー
スに、動物・石油由来成分の使用禁止など、
自然を尊重した製品作りを心がけています。また、
地熱・太陽光発電によってCO2排出量ゼロを
実践し、持続可能な社会作りに貢献しています。

ハーブオイル33+7　15ml ¥2,700＋税　スイスの修道院に伝わ
る植物レシピをベースに40種類のハーブを配合した肌に塗れる精油。
ミント系のすっきりした香り。こめかみや肩などのセルフケアに。

年、ナリンは創業者ユースト
リッヒによって故郷アルプスの豊
富な自然と村に伝わるハーブレシ
ピをベースに誕生しました。スイ
ス品質にこだわり、実直な製品作
りと60年の実績により、現在では
世界22ヶ国で愛用されています。

「忙しくてめんどくさがりでよくばりな女
性たちへ」と開発されたネイルオイル。上
質な香りと使い心地にこだわり、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。

ウカネイルオイル ニイヨンヨンゴ5ml ¥3,000＋税　
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サロンuka

代表を務めるネイリスト渡邉
季穂。ukaより発信されるアイ
テムは、ヘアケアやハンド＆ボ
ディケアなどナチュラルな素材
と香りにこだわった、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 ¥900＋税　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。

ウカ レミオ ゾネントアナリン

40



フルール　ド　ファティマ　エッセンスオイル 30ml ¥5,600＋税　オーガニッ
クアルガンオイルに、内側に水分を蓄える力の強いサボテンのオイルを30％ブレン
ド。こっくりとした潤いで肌をやわらかくし、なめらかなハリと輝きをもたらします。

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。

ローズソープ 300ml ¥850＋税　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
とユルゲン・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。

北アフリカのモロッコは、ワイルドで雄大
な自然とフランスのエスプリが混在する不
思議な国。ここにしか生息しない植物たち
は、強靭な保湿力をもって自らのなかに潤
いを蓄え、極度の乾燥にも耐え抜きたくま
しく育っています。fleur de fatima（フル
ールドファティマ）は、その恵みをまるご
と搾ってボトリングし、日本女性の美しさ
のために昇華させたラインナップを揃えま
した。

南モロッコの「バラの谷」で朝
摘みしたダマスクローズや、モ
ロッコ南西部に生息する野生ア
ルガンから搾汁したエキストラ
バージンアルガンオイルなど、
シンプルで力強いパワーを持っ
た原料を使用しています。

1977年ドイツに設立され、世界42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などは
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。

ナチュラルウォッシュアップリキッド（食器用洗剤） 

300ml ¥600＋税　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。

赤ちゃんやママ、妊婦さん、そしてすべての人々に、
混じりけのない素晴らしいオーガニックスキンケア製
品を提供することをめざして、バス＆ボディ、アロマ、
ベビー、マタニティといった製品を展開。限りなくピ
ュアで良質な素晴らしいオーガニックの原料とワイル
ドクラフトのエッセンシャルオイルを使用し、ひとつ
ひとつ丁寧に手づくりされたエルバビーバコレクショ
ンは、USDAオーガニック認証とデメター・バイオダ
イナミックの認証を取得しています。エルバビーバと
は・・・ イタリア語で「生きているハーブ」の意味です。

ベビー クリーム 125ml ¥2,730＋税 デリケートな肌を潤
いで包む、軽い使い心地の高保湿クリーム。保湿力が高い
のに、テクスチャーが軽くて使いやすいのが特徴。

1996年、カリフォルニアに住む1

組の夫婦Rob in & Annaは、自分
たちの子どもたちのことを想いな
がら、「未来の子どもたちのために」
ピュアでナチュラル、オーガニッ
クなスキンケア製品をお届けする
『エルバビーバ』を誕生させました。

ソネットフルールドファティマソーダサン エルバビーバ
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ローズドマラケシュ

フェミノール 100ml ¥2,800＋税 女性特有の悩み対策
にお勧めなオイルローションです。洗浄にも。／ フェミ
ウォッシュ 200ml ¥2,800＋税 ダマスクローズを配合し
ました。

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、長年にわたりヨーロッパの伝
統的なハーブレシピを研究・開発してきました。女性
のためのボディオイルとして親しまれてきたフェミノ
ールはもとより、ヘアケア用オイルにも高品質なエッ
センシャルオイルを贅沢に使い、現代にマッチした本
格的アロマアイテムを生み出しています。

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。

オーガニックタオル ¥1,100～¥7,800＋税　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。

R&Aヘアミルク 118ml ¥3,700＋税 本格ローズが香り
立つ洗い流さないトリートメントヘアミルク。しっとりサ
ラサラでツヤのある、まとまりやすい髪へと導きます。

「地球に敬意を払うラグジュアリーな
ビューティーラインを」というコンセプト
のもと、1991年にNYで誕生。自然栽培
された原料、冷却圧搾法や水蒸気蒸留法で
抽出されたエキスなど、100%天然由来原
料を使用することと同時に、確かな効果に
もこだわることで、美容業界でも支持され
続けています。ヘアケア、スキンケア、ボ
ディケア製品を展開。

クレイシャンプー 200g ￥2,200＋税／ ヘアコンディ
ショナー 200g ￥2,800＋税　スパの聖地モロッコのハ
マムから生まれたノンシリコンヘアケア。ガスールクレイ
やアルガンオイルが、潤いを保ちながら毛穴に詰まった汚
れや過剰な皮脂を落とし、すっきりさせます。

自然を大切にして生きるモロッコ。そこは
知る人ぞ知るハーブの産地。この地では古
くから母から娘へと伝わるハーブの処方が
各々の家であるとか･･･。『ローズ ド マラ
ケシュ』は、契約農家から新鮮なアルガン
オイルやダマスクローズをはじめとした
ハーブを直接仕入れる傍ら、数年の年月を
かけて伝統的な美容方法を紐解いてきまし
た。美容サロン経営で得たノウハウとモ
ロッコの伝統美容を融合した『ローズ ド 
マラケシュ』は、人が本来持っている力を
活かせるシンプルケアを提案しています。

アロメディカ ヒポポタマス ジョンマスターオーガニック

創業者のパヴェル・ジュリック
は36年間にわたり、従来の自
然派化粧品に深い関心を寄せつ
つ、フィトセラピーやアロマテ
ラピーの理念に基づいた最善の
ケア商品の開発をし続けていま
す。

ブランド創設者のジョン・マスタ
ーは、数々のセレブを手掛けた経
験を持つトップヘアスタイリスト。
現在はチーフ・クリエイティブオ
フィサーとして、独自に設けた厳
しい基準のもと、実力派オーガニ
ック製品の開発を続けています。
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バジャー社は1995年、大工である創設者が
自身の手荒れ対策用に作ったバームがきっか
けで誕生したブランドです。USDA(米国農
務省)認定のオーガニック成分を使用。化学
成分を使用せず、ナチュラルな天然成分を配
合したアイテムは肌にやさしく、子供から大
人まで使用いただけます。パッケージやディ
スプレイBOXもリサイクル素材を使用。商
品それぞれにシンボルマークである可愛らし
いアナグマのイラストが描かれています。

キューティクルバーム 21g ¥1,300＋税 乾燥知らずのしな
やかな手指へ導くハンドバーム。保湿作用の高いシアバター
が爪周りの乾燥やささくれに働きかけしっとりと保湿します。

大工であった創設者のバジャービルは寒く厳
しい環境での野外作業でひび割れ硬くなった
自身と仲間たちの手を癒すためにオーガニッ
クバームを作りそれがブランド誕生のきっか
けとなりました。バジャーの哲学はとてもシン
プルで“ナチュラルな素材で愛する人のために
商品を作りそれを世界中でシェアする事”です。

ウィッチヘーゼルは、自然派化粧品などに
広く利用されているハーブです。 セイヤ
ーズは蒸留しないメーカー独自の抽出方法
を考案し、アロエベラをはじめとする植物
エキスを配合、自然素材の良さをそのまま
に、肌にも優しく、保湿に優れ、しっとり
ハリのあるキメ細やかなお肌に整え、美し
さにいっそうの磨きをかけます。

ローズペタル ウィッチヘーゼル アルコールフリー化粧水 355ml  ¥1,100＋税
ロマンチックなバラの香りで大人気の化粧水。お肌だけではなく、甘く広がる
バラの香りで、心身ともにリラックス。お肌をしなやかでキメ細やかに整えます。

1847年にマサ
チューセッツ州ケンブリッジの
メインストリートで製薬会社と
して設立され、今から120年以
上も前にソフトで若々しいお肌
のために自然素材だけを使った
レシピで化粧水を開発しました。

ナチュラルであることとファッショナブル
であることが新しいラグジュアリーの形。
目を見張るほど美しいカラーバリエーショ
ンとエコナチュラルの共存は次世代のハイ
ブリッドネイルカラー。爪の自然な再生サ
イクルを尊重します。

キュア バザー ネイルカラー ライチ 10ml ¥2,300＋税　
手になじむ淡いコーラルカラー。色持ち、つや、そして速
乾性に優れている。

2008年にオノレ・デ・プレを設
立したクリスチャン・デービッド。
フレグランスに続いて、2012年
ナチュラル成分85%のネイルカ
ラーを発売。ナチュラルである
こととファッショナブルである
ことの両方を併せ持つ。

フィッツは1972年、南フランスで創設さ
れた老舗オーガニックコスメブランド。肌
本来の力を引き立てる精油や植物オイルを
使用した製品は、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。さらに高水準の100％天然由
来成分でつくられています。現在、世界
40ヶ国以上のオーガニック・ナチュラル
系エステやスパで愛され続けています。

南フランスの地中海近くのバー
ジュ村で誕生したフィッツ。創
設者ジャン-ポール　ロパート
の理念に基づき、100％天然由来、
原材料から製造に至るトレーサ
ビリティ―、自然環境保全を40

年に渡り推進し続けています。

フィッツ　レ イドロ ネトワヤン 200g ¥3,800＋税 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。毛穴の汚れを浮かし出し、しっとりと洗い上げます。

フィッツバジャー キュア　バザー
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トチ バスミルク

ジュニパーウォーター

ハーブオイル 33+7

ベリーベリー
プレミアム

オーガニック
デリケート
ブライトニングセラム

フェミノール

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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アロマロールオン
スイートドリーム

密 -hisoca-
スティックトライアル

白樺エリキシール
プレーン

ウドズ・オイルブレンド
オメガ 3&6マインドバームスティック

ヨガ＆メディテーション

女性のためのお茶
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コスメキッチン４つの特徴

Cosme Kitchen JUICERY（コスメキッチン ジュー
サリー）は厳選された有機や特別栽培の素材をふんだ
んに使用した、今話題のスーパーフードのスムージー
やコールドプレストジュースが楽しめるお店。植物由
来の生分解可能なカップやシール、ストローなども植
物由来の環境に配慮したものを使用しています。
本物は美味しい。美味しいから、また飲みたくなる。
心と体が喜ぶ、究極の一杯をお楽しみください。

とは

12種以上の体に必要な栄養成分のみを含む食品。
一般的な野菜や果物よりも多くのビタミン・ミネラル、
栄養価の高い成分など美容と健康によい栄養分が豊
富に含まれています。

とは

海外セレブやN.YやL.Aの健康志向な人たちに大人気の
低回転で強い圧をかける「低温低速圧縮方式」で果物や
野菜の味、栄養素を凝縮したジュースです。

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ナップ

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

コスメキッチンのショップではお得なメンバーズカードを発行。1,000円のお買い上げにつき50ポイントがたまり、
1,000ポイントたまると1,000円分、お買い物していただけます。

3. GO GREEN CARDショッピングポイント

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！

※価格はすべて2015年5月現在のものになります。※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。

【HP】http://juicery.jp

コスメキッチンジューサリーのご案内

北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス CENTER B1F　Cosme Kitchen JUICERY
Tel:011-209-5547 / OPEN 10:00-21:00

札幌ステラプレイス店

東京都渋谷区代官山町19-4 代官山駅ビル1F　Cosme Kitchen代官山店併設
Tel:03-5428-2733 / OPEN 9:00-20:00

代官山店

神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 GRANDTREE 武蔵小杉1F　Cosme Kitchen併設
Tel:044-982-3211 / OPEN 10:00-21:00

グランツリー武蔵小杉店

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO西館2F　Organic Market Kitchen併設
Tel:070-5462-1060 / OPEN 10:00-21:00

名古屋 PARCO店

大阪府中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋OPA 1F　Organic Burger Kitchen併設
Tel:06-4708-6989 / OPEN 11:00-21:30（イートインL.O 21:00）

心斎橋 OPA店

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 1F　Organic burger Kitchen併設
Tel:03-6912-6682 / OPEN 11:00-21:30（イートインL.O 21:00）

ルミネ池袋店
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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、instagramも日々更新中。詳しくはホームページをご覧ください。

マルヤガーデンズ鹿児島店
鹿児島県鹿児島市呉服町 6-5 maruya gardens 1F

Tel:099-248-7791 / OPEN 10:00-20:00

盛岡 FESAN店
岩手県盛岡市盛岡駅前通り1-44 フェザン 1F

Tel:019-656-7841 / OPEN 10:00-20:30

独自の基準をクリアした 魅力的なアイテムをラインナップ

GO GREEN CARDショッピングポイント
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札幌ステラプレイス店
北海道札幌市中央区北 5条西 2丁目ステラプレイスセンター Ｂ1F

Tel:011-209-5547 / OPEN 10:00-21:00

渋谷ヒカリエシンクス店
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

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 11:00-21:30（土・日・祝 11:00-21:00）

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（日・祝 11:00-20:00）

ルミネ大宮 2店
埼玉県さいたま市大宮区錦町 630 ルミネ大宮２ ３F

Tel:048-780-2751 / OPEN 10:00-21:00

グランツリー武蔵小杉店
神奈川県川崎市中原区新丸子東 3-1135-1 GRANDTREE 武蔵小杉 １F

Tel:044-982-3211 / OPEN 10:00-21:00

名古屋ラシック店
愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 LACHIC 4F

Tel:052-259-6492 / OPEN 11:00-21:00

阪急三番街店
大阪府大阪市北区芝田 1-1-3 阪急三番街 南館Ｂ１F

Tel:06-4256-6658 / OPEN 10:00-21:00

心斎橋OPA店
大阪市中央区西心斎橋 1-4-3 心斎橋OPA 1F

Tel:06-6121-6884 / OPEN 11:00-21:00

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

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 11:00-21:00

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

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

越谷レイクタウン店
埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウン kaze 2F

Tel:048-940-3121 / OPEN 9:00-22:00

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 Plaza West 2F

Tel:044-874-8508 / OPEN 10:00-21:00

名古屋パルコ店
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

阪急うめだ本店  LUXE店
大阪府大阪市北区角田町 8-7 阪急うめだ本店 2F コスメキッチン LUXE

Tel:06-6313-7930 / OPEN 10:00-20:00（館の営業時間に準じる）

岡山一番街店
岡山県岡山市北区駅元町一番街地下
Tel:086-238-3309 / OPEN 10:00-20:00

代官山駅前本店
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

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

玉川髙島屋 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

ルミネ立川店
東京都立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川 3F

Tel:042-512-7881 / OPEN 10:00-21:00

ルミネ横浜店
神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 ルミネ横浜 2F

Tel:045-620-2646 / OPEN 10:00-21:00

ららぽーと横浜店
神奈川県横浜市都筑区池辺町 4035-1 ららぽーと横浜 1F

Tel:045-414-2416 / OPEN 10:00-21:00

京都藤井大丸店
京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町 605 藤井大丸 1F

Tel:075-253-1273 / OPEN 10:30-20:00

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

Tel:06-6777-5735 / OPEN 10:00-21:00
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