




南フランスで有機栽培されたカレン
デュラから丁寧にエキス※を抽出した濃
密オイル。驚くほどするりと肌に馴染
み、潤いをあたえ、花びらのような柔
肌に。フェイシャルケアにはもちろん、
キャリアオイルと混ぜてマッサージにも。
reMio 
オーガニック カレンデュラオイル
３０mL／¥３,７００+税 ★
※トウキンセンカ花エキス（保湿）

カレンデュラの
深く甘美な香りに包まれて

全身の気になるところへ働きかけ、すっきり
と整えるボディオイル。植物油が理想の
ボディに。これからの季節にぴったりの
すっきりと爽やかな香りも魅力。
F organics
ボディリファイニングオイル
１５０mL／¥５,０００+税 ★

あなたの目指す
理想のボディラインへ

9.11(fri) 発売

女性らしさの象徴であるバストをケアする
ジェルタイプ美容液。女性のバランスを整
える天然成分が、魅力的なバストへ導きま
す。ハリと艶を与え、気持ちまで上向きに
なる美しいバストに。
F organics
バストトリートメントジェル
１５０g／¥５,８００+税 ★

見えないところもぬかりなし！
大人女性のたしなみ

有機農法で育てられた茶葉はもちろん、ティーバックの素材や製造工程
に至るまで、とことんこだわって作られたオーガニックティー。イギリス
の格式ある賞を受賞するなど、その魅力は世界を虜にしています。
Joe's tea　全８種／各１５包／¥２,０００+税～¥２,２００+税 ★
（イングリッシュブレックファースト／アール オブ グレイ／クゥイーン オブ 
グリーン／ホワイター ザン ホワイト／プロパー ペパーミント／スウィート 
カモミール／セント クレメンツ レモン／チョカ ルー ブリュー）

一流シェフ達も認めた
珠玉のオーガニックティー

8.19 (wed)発売



ココナッツオイル*などのスーパーフードの成分
がぎゅっと詰まった集中ケアマスク。枝毛や
切れ毛など傷みやすい毛先にも内側からじっ
くりと潤いを閉じ込めます。思わず触りたく
なるような、なめらかでまとまりのある髪に。
＊保護成分
※すべての人にアレルギーが起こらないわけではありません。

２chic ダメージヘアマスク
１５０mL／¥２,５００+税 ★

傷んだ髪のお守り！
集中保湿でツヤ髪に

PRODUCED BY SPECIAL PRODUCT DESIGN

コスメキッチン
先行発売

コスメキッチン
限定発売



くちびるにのせた瞬間するりと馴染む、
軽い付け心地のサプリメントリップ
カラー。美しいツヤと発色を手に入れま
す。使い切ったらリフィル交換ができる
のでシーズンに合わせて様々なカラー
にチャレンジしたい。
リップスティック　全５色
３.５g／ ¥３,７００+税 ★
リップスティック　リフィル
３.５g／ ¥２,６００+税 ★　

スキンケアしながら
魅せるくちびるへ

この秋、世界のオーガニック＆ナチュラルコスメをセレクトするコスメキッチンが今話題となっている “IT” ブランドを限定で発売。
トラブルが心配なお肌でも安心してメイクが楽しめる！まずはベースメイクからチャレンジ！

メイクの仕上げや化粧直しにも使える
コンパクトファンデーション。気になる
テカリを抑えてマットな質感の肌に
整えてくれる。思わず持ち運びたくなる
パッケージは使うほどに手に馴染み、
リフィルの取替えも簡単！
コンパクトパウダー
（コンパクトファンデーション）
全２色　９g／¥４,０００+税 ★
コンパクトパウダー リフィル 
９g／¥２,８００+税 ★

テカリを抑えて
マット肌に瞬間リタッチ

みずみずしい使用感でするりと肌をカバーする
リキッドタイプのファンデーション。肌の色調を
自然に整え、透明感のある仕上がりに。敏感
肌の方にもおすすめ。スキンケア効果にも期待。
シルクファンデーション（リキッドファンデーション）
全４色　３０mL／¥７,０００+税 ★
シルクファンデーション リフィル
３０mL／¥４,６００+税 ★

軽いタッチで素肌を高める
ファンデーション

コスメキッチン
限定発売



「肌がキレイになったね」と言われる、
美肌効果※抜群のメイクアップクリー
ム 。1 本でメイク下地、日焼け止め、
保湿美容液、ライトファンデーションの
４役こなします。モンドセレクション５年
連続受賞も、納得です。

手放せなくなる人、増加中！
１本４役で肌に自信

nａｔｕｒａｇｌａｃé
メイクアップ クリームCB SPF３０ PA++　
２５mL／¥２,８００+税 ★
※物理的効果による



8.19(wed)
先行販売

印象的に輝くミネラルパウダーを厳選の植物
オイルでプレスト。デリケートな目元を潤し
ながらエレガントに彩ります。まるでクリームの
ようなしっとりとした使用感で、心地よいワンラ
ンク上のメイクタイムを。
MiMC　ビオモイスチュアシャドー
新色２色（左：シークレットガーデン 右：ネーキッ
ドプレジャー）／各¥３,８００+税

秋色に色づく
アースカラーの目元に

クリーミーな質感で、つるんと肌にのびるファンデー
ション。素肌感はそのままで毛穴をカバーし、みず
みずしさ溢れる陶器肌に。ココナッツオイル*１や
アロエベラ*２、天然由来成分が肌をケアしながら
トラブルをカバーします。
＊１ 整肌成分　＊２ 保護成分

amritara　アメージング オーガニックファンデーション 
クリーミーモイスチャー SPF５０+ PA++++ 
・レフィル　全４色／１０g／¥４,６００+税 
・専用コンパクトケース（パフ付）　¥１,１００+税
・トライアル　各１色／¥９２０+税 
・専用パフ　¥２９０+税

植物のパワーで
自然なツヤの魅せ肌に

※代官山店、リュクス阪急うめだ店本店にて、限定色の
　「M５ナチュラルシェーディング」を発売いたします。

新しい季節のメイクにはカラーや質感、いつもと違うベースメイク、カラーメイク、

使うたびにわくわくするようなニューフェイスにチャレンジして、

自分らしい美しさを表現しましょう。

さあ、コスメキッチン厳選のアイテムであなたが一番輝く秋を迎えましょう！　　

日本にも私の愛するブラシをお披露目できてとっても嬉しい！
ファンデーションブラシは、渦巻き状の形がとっても珍しい
でしょ。私はフィンガータッチでメイクするのが好きなんだ
けど、指で短時間で綺麗に仕上げられるのは、やっぱり
プロだから（笑）でも、これを使えば短時間でプロが仕上げ
たようにナチュラルでムラのない完璧な肌を作ることができる
の。２種類の合成繊維毛を使っていて、肌のあらゆるくぼみ
にフィットするよう何度も試作を繰り返したのよ。チークブラシ

も柔らかな合成繊維毛でできていて、クリームチークを最
も綺麗につけてくれるツールとして優秀よ。ファンデーショ
ンと絶妙に混ざり合って、必要な量の色だけを肌にのせて
くれる。日本に行ったときに、日本の女の子はとても洗練され
ているなと感じたの。品質へのこだわりも強いから、rms 
beautyの商品はとても相性の良い国だと感じてるの。これ
からもアイテムは少しずつ増えていくと思うので、楽しみに
していてくださいね！



コスメキッチン
先行発売

8.19（wed）発売

エイジングケア＊、ドライケアの２タイ
プから選べるボディ用ローション。思わ
ず魅かれる輝く肌、触れたくなるしっとり
なめらかな肌に整えます。疎かにしが
ちなボディケアも、肌なじみも香りもよい
ローションなら、お手入れが楽しみに。
＊年齢に応じたケア

NATURE'S GATE　ミルクローション
全２種（ポメグラネート＆サンフラワー、
アサイー）
各５３２mL／¥２,０００+税 ★

スーパーフード配合
ローションで
触れたくなるボディへ

豊かな泡立ちで汚れをやさしくオフしながら、肌に
うるおいを与えてくれるボディウォッシュ。香りもよい
ので、バスタイムがうっとりするようなリラックスタイムに。
肌の状態に合わせて、３つのタイプから選べます。
NATURE'S GATE　ボディウォッシュ　全３種 
（ポメグラネート＆サンフラワー、アサイー、パパイヤ）
各５３２mL／¥１,６００+税 ★

洗いながらスキンケア
香りも心地よいボディウォッシュ求められる UV カット力、肌へのいたわり、

伸びのよさや肌なじみを兼ね揃えたアイテム。
デイリーからレジャーまで、４タイプから選べ
ます。石けんで落とせて、不快感や不安を
取り除いたうれしい日焼け止めです。
NATURE'S GATE　サンスクリーン
全２種（アクアブロック、スポーツブロック）
各１１８mL／¥２,０００+税 ★

肌ケアとUVカット力を両立
お子様から使える日焼け止め

エイジングケア＊の観点から作られた、ナチュラル
成分の歯みがき。お口のニオイ、歯茎の状態で
悩む前に、毎日このトゥースペーストで健やかな
コンディションに整えて。４つのフレーバーから選
べます。
＊年齢に応じたケア

NATURE'S GATE　トゥースペースト
全４種（ペパーミント、スペアミント、アニス、シナモン）
各１７０g／¥１,３００+税 ★

植物パワーでオーラルケアも
エイジングケア*を！



敏感肌の冬支度に
濃厚クリームで乾燥知らず
デリケートな肌をしっかり保湿してくれるクリーム。ミルクより
も濃厚で、乾燥に負けないしっとり肌に整えます。翌朝のもっ
ちりとしたお肌に驚くはず。
martina シアーナクリーム
５０mL／ ¥４,０００+税 ★

季節の変わり目のデリケート
肌をいたわるシアーナシリーズ
過酷な夏を乗りこえた肌は、デリケートになりがち。敏感な
状態で刺激の強いケアは NG！季節の変わり目のデリケート
肌には、シアーナシリーズの厳選された成分でシンプルな
保湿ケアを。ミルクはさっぱり仕上げたい方向き。
martina シアーナモイスチャーミルク
１００mL／ ¥４,０００+税 ★

シアーナクリーム・ミニサイズ　
目元・口元用にも
シンプルな成分でしっとりケアするシアーナクリームの１５ml
サイズ。トラベル用、お試し用としてだけでなく、乾燥しが
ちな目元と口元用にプラスの潤いを与えたい方にもちょう
ど良いサイズです。
martina シアーナクリーム トラベル
１５mL／ ¥２,０００+税 ★

日差しにお肌をいたわる

エイジングを加速させてしまうかどうかは、この時期のお手入れにかかっています。

秋のスキンケアは、夏にダメージを蓄積した肌に合ったアイテムを選ぶのがポイント。

攻めのケアより、いたわりのケア。肌本来の力を引き出し、冬に向けてコンディションを整えることが大切です。

ここでは、秋におすすめのスキンケアアイテムをラインナップ。あなたを今の肌悩みから救うアイテムが、きっと見つかるでしょう。

乾燥じわ対策に
ハウシュカのロングセラークリーム
惜しみなく配合されたローズ *１等の成分で、肌の奥まで *２
しっとり潤します。乾燥じわやハリ不足も、きちんとケア。アル
コールが含まれていないので、敏感な状態にもオススメです。
＊１ ダマスクバラロウ、ダマスクバラエキス（保湿成分） 　＊２ 角層まで

Dr.Hauschka ローズデイクリーム
３０mL／ ¥４,２００+税 ★

大人のニキビ肌に
ねっとり泡で保湿＆角質ケア
吸い付くようなねっとりした泡が毛穴につまった古い角質、
黒ずみ*、くすみ *をしっかり吸着して取り除き、大人ニキビの
原因を洗い流します。保湿効果の高いハチミツを配合し、
乾燥もテカリも気になる肌をしっとり洗い上げてくれます。
＊ 古い角質やよごれによるもの

ARGITAL  ウェジタルソープ プロポリス＆ピュアハニー
１００g／ ¥１,８００+税 ★

乾いた肌がもっちりふっくら
透明感もアップ
シュッと吹きかけてハンドプッシュすると、驚くほど肌がもっちり。
“生命の樹”として知られるオリーブ葉エキス*１とエーデル
ワイスエキス*２が、肌にハリと透明感をもたらしてくれます。
肌の乾燥、くすみが気になる方に。  
＊１保湿成分 ＊２ 保湿成分

La Clarée　スージングモイスチャライジングミスト
１５０mL／ ¥３,８００+税 ★

オイルなのにさらっと浸透 *1
毛穴やくすみ*2をクリアに
夏のあいだに毛穴が開いてしまったり、肌がくすんだり…。
そんなときに使いたいオイルです。よく浸透*２し、ベタつかな
いのにもっちりとした仕上がりに。１滴で潤いも持続します。
いつもの乳液に混ぜて使うのもおすすめ。 
＊1 角層まで ＊2 乾燥による

La Clarée　ラディエンス・エリクサー
１５mL／ ¥６,６５０+税 ★



カフェインレスとは思えない深いコクと豊かな風味
に驚くドリップコーヒー。忙しい朝にも嬉しい 1回使
いきりのパックなので持ち運びにもバッチリ。オーガ
ニック＆フェアトレードのこだわりの一杯を楽しんで。
Slow Coffee
（左）カフェインレス ドリップコーヒー
      ４包入¥９００+税 ★ 
（右）ドリップコーヒーオリジナルブレンド
      ４包入¥８００+税 ★ 

毎日飲みたい！
新感覚のカフェインレスコーヒー



Tel:070-5462-1060 / OPEN 10:00-21:00

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

神奈川県小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原 3F

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 CosmeKitchen JUICERY Tel:011-209-5524 / OPEN 10:00-21:00

Tel:084-927-2111 / OPEN 10:00-19:00
　　　　　　　　 （土19:30まで営業）

天満屋福山店　9月9日（水）予定 広島県福山市元町1-1 1F

NEW OPEN!
Market

ルミネ北千住店　9月2日（水）予定 東京都足立区千住旭町42－2　ルミネ北千住4F Tel:03-6806-2382 / OPEN 10:00-20:30

NEW OPEN!

髙


