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この便利な世の中の文化を維持・進化させるために、

自然界に学び、共存共栄できるような暮らし方、

自然に負担を掛けない有機的なライフスタイルを提案していくという意味での Feel  Nature。

Sustainabili tyとは持続可能性。つまり、環境や社会にやさしいということ。

未来もずっと、現在のような環境下で人類が地球上で生活し地球上のすべての人が

できるだけ平等に社会的恩恵を受けられることを願っています。

～自然を感じ、持続可能なライフスタイルを～

齋藤薫の
女を磨く第六感
〈第１章〉 
素晴らしき潜在能力、"第六感"を使わないと、女は幸せになれない。

女は幸せになりたい性。幸せになるために生きていると言ってもいいほどに。でもだから前のめりに
なりすぎたり、方法を間違えたり。１番の問題点は、" 幸せは向こうからやってくる "と思い込むこと
かもしれない。「私は幸せになれますか？」と占い師に聞いて、「３年後になりますよ」と言われたら、
３年間じっと待っている、みたいな生き方では、幸せになれないということなのだ。

例えば、２人の男性の間で揺れ動く場合も、また２つの企業から合格をもらった場合も、どちらにす
るべきかを悩んで悩んで、人に相談し、占いに行き、それでも「どちらが幸せになれる？」「どちらが
成功できる？」と決められない。それは“第六感”を働かせないから。第六感とは、物事の本質を本能的
に見抜く、"ひらめき"のような感覚。つまりどちらが正しいかなどは、もう第六感が知っている。なの
にその素晴らしい能力を使わずに、幸せを計算で割り出そうとか、占いに決めてもらおうとするから、
どちらを選んでも自信が持てないのだ。逆に、ちゃんと第六感を使えば、仮に間違ったほうに進んでも、
必ず幸せに辿り着く。いくら道に迷っても、すべての道はつながっているのだから。

どちらにしても、第六感とは、とても自然に幸せのほうへと進んでいく女だけの潜在能力。その力を
どうか信じてほしい。女は自分の身を自分で守らなければいけないからこそ、優れた第六感を神様に
与えられたのだと考えて。お互い"一目惚れ"で結ばれるカップルほど別れない、と言うけれど、これも
まさに第六感のなせる技。運命の人に出会ったはずが、どうしても続かないというのは、明らかに第
六感を使っていない証なのだ。

ある一目惚れカップルは会った瞬間どちらも「ああ、この人、自分と同じ目をしている」と思ったそう
である。２人ともとても知的で思慮深く、何より自分のことをよく知っている人。だから人生で1番大
切な判断が瞬時にできたのだろう。因みに、化粧品との出会いも同じで、その直感をちゃんと使う人は
キレイが速い。しかも作ったキレイを幸せに昇華させる術も知っている。ともかくいつも意識して、第
六感でモノを見ようとしてほしい。それが無意識になった時、あなたはもう幸せの資格を掴んでる！

齋藤 薫　美容ジャーナリスト／エッセイスト
女性誌編集者を経て独立。女性誌において多数の連載エッセイを持つ他、美容記事の企画、化
粧品の開発・アドバイザー、NPO法人日本ホリスティックビューティ協会理事など幅広く活躍。
『Yahoo!ニュース「個人」』でコラムを執筆中。著書『されど“服”で人生は変わる』（講談社）他、
『The コンプレックス 幸せもキレイも欲しい21人の女』（中公文庫）、『人を幸せにする美人のつく
り方』（講談社）など多数。



１１.１８（Wed）発売

１2.１（Tue）発売

街が華やかに彩られ、まばゆい光が気持ちを高めてくれるホリデーシーズン。
イベントも目白押しで、期待も膨らむこの季節。この冬の自分磨き、大切なあの人へのプレゼント選びはコスメキッチンへ。

どのアイテムも、愛と幸福感に溢れたものばかり。
世界中から選び抜かれたナチュラル＆オーガニックアイテム達があなたを待っています！

手に取った人たちみんなが幸福感に包まれる、最高のクリスマスを！

コスメキッチンが贈るクリスマスギフト

4つの異なる女性像をイメージして作られた
アロマディフューザー。可憐で甘い香りや、
スパイシーでどこかマニッシュな香りなど、
それぞれ全く違ったタイプの香りを楽しめます。
マットブラックのボトルはインテリアとしても。
アロマディフューザー　全４種
（ローズ＆イランイラン・カシス＆アイリス・サンダルウッド
＆バニラ・セダー＆パチュリ）
１５６mL／¥８,０００+税 ★
ローズ＆イランイランのみ ¥８,２００+税 ★
※F organics直営店、コスメキッチン一部店舗
　にて販売予定

空間に華をそえる
都会的なアロマの香り

繊細で優美な 4つの香りのオードトワレが
登場。絶妙な調合でそれぞれ全く違う表
情をもつ香りは、ファッションを楽しむよう
にシーンに合わせて使い分けたい。
アロマオードトワレ　全４種
（ローズ＆イランイラン・カシス＆アイリス・サンダ
ルウッド＆バニラ・セダー＆パチュリ）
３０mL／¥７,６００+税 ★
ローズ＆イランイランのみ ¥７,８００+税★ 

女度をランクアップさせる
洗練された香り

洗練されたアロマで毎日の生活を彩ります。
ナチュラルな原料でつくられた香りは繊細
でありながらも唯一無二の存在感。４つ
の異なる香りを常備しておけば簡単に空
間をイメチェンできます。大切なあの人へ
のギフトにも。
アロマキャンドル　全４種
（ローズ＆イランイラン・カシス＆アイリス・サンダル
ウッド＆バニラ・セダー＆パチュリ）
１５０g／¥６,７００+税 ★
ローズ＆イランイランのみ ¥６,９００+税★
※F organics 直営店、コスメキッチン一部店舗
　にて販売予定

ゆらめく灯りと
贅沢なアロマに癒されて

重くならずにエアリーな輝きをまとう髪に仕上げ
るヘアミスト。軽やかな付け心地で、しっとり
まとめながらも指どおりなめらか。ダメージや乾燥
でパサついた髪もワンステップで印象を変えて、
見せたい、触れたい髪に。
シャイン オブﾞザ タイムズ  ゙グロッシーヘアミスト
１２７mL／¥２,４００+税 ★

シュッとひと吹きで髪質チェンジ！

コスメキッチンスタッフ一押しのヘアケアブラン
ドからは人気商品をスペシャルキットで。ココ
ナッツオイル※配合で諦めかけていたダメー
ジヘアにもしっかりアプローチ、ハリコシを感
じながらもまとまりやすい仕上がりとツヤ感に。
一度使うとやみつきに！※ヤシ油
２chic ダメージケア美髪キット
［２chic ダメージ シャンプー ２５０mL・２chic ダメージコン
ディショナー ２５０mL・２chic ダメージ ヘアセラム ８１mL］
¥５,９００+税 ★

悩み多き髪と頭皮を救う
リュクスなヘアケアキット

LA 発ヘアケアブランドからは、美髪へと導く
トータルケアセットが限定発売。パサつきも
ベタつきもないシルキーな輝きをまとう髪に
仕上げます。カラーや乾燥でダメージを受
けた髪にもぴったり。
人気No.1ツヤ髪キット
［スムーズアズシルク モイスチャーシャンプー２５０mL・
スムーズアズシルク モイスチャーコンディショナー２５０
mL・フリッズビーゴーン スムージング ヘアセラム８１mL］
¥４,９００+税 ★

3ステップで美髪をGET！
大人気ヘアケアセット

シュガースクラブでやさしくオフした後は、
ボディーミルクローションでしっかりと保湿。
ぷるんとハリのある、思わず触れたくなるような
潤いボディに。甘い香りで心までしっとり女性
らしさが増されそう。
スウィートボディケアキット
［シュガーボディスクラブ ２６０g・ボディミルクローション
RW ２５０mL］
¥３,９００+税 ★

スウィートな香りに包まれ
トータルにボディケア

ジュリークから毎年楽しみなクリスマスギフトが
今年も登場！新発売のハンドクリーム４種の
ミニサイズがセットになった、ギフトにぴったりの
一品。幸福感たっぷりの優雅な香りに包まれて。
ハンドケアコレクションキット ミニ
［ハンドクリーム（ローズ・ラベンダー・シトラス・ジャスミン）
各１５mL×４種］
¥４,０００+税 ★

美しい手元の秘密が
つまったスペシャルなセット

11.1（SUN）～ 数量限定販売！

F organics
エッフェオーガニック

F organics
エッフェオーガニック

giovanni
ジョヴァンニ

Jurlique
ジュリーク

Special Pack!

Special Pack!

Special Pack!

Special Box!

Selected
Gifts!

08 09※★印のあるアイテムはすべてWEB STOREでもご購入いただけます。※取扱い商品は店舗により異なります。※★印のあるアイテムはすべてWEB STOREでもご購入いただけます。※取扱い商品は店舗により異なります。



WELEDA
ヴェレダ

sara happ
サラハップ

trilogy
トリロジー

La Clarée
ラクラリー

WE

オイルシリーズが大集合した、とびきりの限定
キットがこの冬登場。愛らしいパッケージに思わ
ず「かわいい！」と声をあげてしまうようなミニサ
イズのオイル達は、その日の肌や心の状態に合
わせてチョイスして。
ハーバルオイルコレクション
［（左から）ざくろ オイル・ワイルドローズ オイル・ラベンダー
オイル・アルニカマッサージオイル・シトラス オイル・ホワ
イトバーチ ボディオイル 各１０mL］ ※限定BOX入り
¥２,７００+税 ★

世界中で愛される
大人気のオイルキット

ロマンティックな幸福感に包まれる、優しく甘くど
こかポエトリックな雰囲気を醸し出すフレグランス
がついに登場。人気の高いワイルドローズシリー
ズの香りを引き継ぎながらもベルガモットやイラン
イランが香りの奥行きを演出します。
ジャルダン・ドゥ・ヴィ ローズ ＜オードトワレ＞
5０mL／ ¥４,５００+税 ★

大人気の
ワイルドローズシリーズから
待望のフレグランスが登場！

その愛らしさで世界中の女の子のハートをつかむ
リップスクラブ。思わずきゅんとなる甘酸っぱい
香りは、寒い日のリップケアも楽しく特別な時間に
なるはず。ジュエリーBOXのような小箱がギフトに
もぴったり！
リップスクラブ ミッドナイトブルーベリー
３０g／¥３,６００+税 ★

コスメキッチン限定
ブルーベリーフレーバーが登場！

月明かりのようなまばゆい輝きをもたらし、透明感
あふれる肌へとアプローチする化粧水、美容液、
シートマスクに加え、デイリーケアのミニサイズが
入ったお得感満載のトータルケアキット。この冬
はリュクスな輝く肌をめざして！
ムーンライト美肌キット
［（右から）ムーンライトトナー １５０ mL・ムーンライトセラム
１５mL・モイスチャライジングフェイスクリーム ７mL・スージン
グモイスチャライジングミスト ３０mL・ジェントルクレンジン
グミルク ３０mL・ムーンライトフェイスマスク ２０mL×４枚］
¥１２,０００+税 ★

穏やかなのに頼もしい
ベーシックケアキット

リピーター続出の人気美容オイルをはじめ、クレンジン
グミルク、化粧水、保湿クリームのミニサイズがセットに。
持ち運びにも便利なので、旅先にはもちろん、この時期
の集中ケアとして美容オイル後の蒸しタオルが◎。
ツヤ肌エイジングケア※キット
［（右から）ラディエンス エリクサー １５mL・モイスチャライジング フェ
イスクリーム ７mL・ジェントルクレンジングミルク ３０mL・スージング 
モイスチャライジングミスト ３０ mL・オーガニックコットン フェイス
タオル １枚・オーガニックコットン ６０枚］　＊年齢に応じたケア
¥７,６５０+税 ★

大人の肌にやさしく寄り添う
プロヴァンス式上質ケアキット

ローズヒップオイル※がたっぷりと配合されたトリロ
ジースキンケアの定番がフルラインで集合。ここで
しか手に入らない限定キャンドルを灯して優雅なス
キンケアタイムを楽しんで！　＊保湿成分
クリスマスコフレ
［（左から）クレンジングクリーム ２００mL・ハイドレーティング
ミストトナー １００mL・ロザピンプラス３０mL・バイタル モス
チャライジングクリーム ２０mL・ロザピンナイトクリーム ２５
mL・トリロジーキャンドル・アロマティック ボディトリートメント
オイル ４５mL］
¥１２,０００+税 ★

虜になること間違いなし！？
トータルスキンケアキット　

スキンケアのハーブとして名高い、サンシキスミレ(パン
ジー)、カレンドラ、カミツレなどのエキス（全て保湿成分）
を配合した全身に使えるクリームと、その高い保湿力
が人気のワイルドローズシリーズがセットに。この冬を
乗り越えるマストハブアイテム。
スキンフード セット
［スキンフード ３０mL・ワイルドローズ ボディミルク ２０mL・ワイルド
ローズ クリーミーボディウォッシュ ２０mL］
¥１,６００+税 ★

「スキンフード」という肌へのご褒美

Special Box!

Special Box!

Special Bag!

Special Box!

１１.１（Sun）
コスメキッチン
先行発売

コスメキッチン
限定発売

１１.１（Sun）
コスメキッチン
先行発売

10 11※★印のあるアイテムはすべてWEB STOREでもご購入いただけます。※取扱い商品は店舗により異なります。※★印のあるアイテムはすべてWEB STOREでもご購入いただけます。※取扱い商品は店舗により異なります。

１１.１3（Fri）発売



ナチュラグラッセから限定パッケージ
のツヤ肌キットが登場。みずみずしい
肌になれると話題のオールインワン
ベースと、素肌仕上げのパウダーが
ヘルシーで生命力にあふれたフレッ
シュスキンに。
ドルチェコレクション２０１５
［メイクアップクリーム CB（ミニ）・フェイス
パウダーEX０１］
¥３,８００+税 ★

この冬だけの
鉄板ベースメイクキット

ボディウォッシュ、バスエッセンス、ボディミルク、ボディオイルがセッ
トで滑らかな肌に導くトータルケア。前向きで穏やかな気持ちを誘
う香りはいつでも側に持ちたくなる、まるでお守りのよう。旅先で、
自宅で、気持ちのスイッチを切り替えるボディケアタイムを。
ナチュラルボディケア ウィンターギフト
（左）〈ラベンダー〉
［カーミングボディウォッシュ・カーミングバス
エッセンス・カーミングボディクリーム・
カーミングボディオイル 各１０ｍL］

（右）〈レモン〉 
［バイタライジングボディウォッシュ・バイタライジング
バスエッセンス・バイタライジングボディミルク・
バイタライジングボディオイル 各１０mL］
各 ¥１,９００+税 ★

リラックスする温かな香りで
極上のボディケアを

女性におすすめのマキベリーパウダーと、栄養
価の高いおやつとしても重宝するベリーアドベン
チャーがセットになって登場！限定のトートバック
は普段使いにもバッチリ。からだも心もスッキリ
させてフレッシュな毎日を。
コスメキッチンベストセラーキット
［マキベリーパウダー １１３ g・ベリーアドベンチャー ５７ g・
オリジナルトートバック］
¥５,５００+税 ★

スーパーフードの
ベストセラーアイテムが大集合！

チアシードやマキベリー、レッドマカなどのスーパーフードが
ミックスされたスムージーミックスと、その魅力に愛用者の多いチ
アシード、手軽にスムージーが作れるブレンダーボトルがセット
に！頑張る自分へのギフトにスーパーフード生活を。
スターターキット
［スムージーミックス ２２７ｇ・チアシード（サンプルサイズ）・
ブレンダ―ボトル］
¥６,０００+税 ★

スペシャルキットで
スーパーフード生活をはじめよう！

小さなカプセルにぎゅっと閉じ込められた美容液
オイル。ローズヒップオイル※をベースにした濃厚
な美容オイルは、みずみずしくハリのある肌へ導
きます。イランイランの女性らしい香りにもうっとり。
＊保湿成分

インテンシブフローラルオイル
４０粒／¥７,８００+税 ★

この冬の集中ケアに！
カプセル型美容オイル

テラクオーレからはイランイランの香りの
限定ハンドクリームと、持ち運びにぴった
りなミニサイズのトワレがセットになって登
場。女子力を高めると噂の独自の香り配
合はナチュラルでありながら印象的。この
冬は甘い香りを振りまく魅惑のレディーに。
イランイラン ハンドクリームギフトセット
［ハンドクリーム３５mL・ダマスクローズトワレ（ミニ） 
１０mL］
¥３,５００+税 ★

コスメキッチン限定
ハンドクリームとトワレの
セットで女子力UP！ 創始者ガミラが完成まで約３０年かけた

珠玉の石鹸のミニサイズと、まさに美容
液とも言えるダマスクローズを使った
フェイスオイル。さらに良質な植物由
来成分のみで作られたハンドクリームと
フットバームをミニサイズで楽しめるトー
タルキット。一度使うと手放せない！
ガミラシークレットコレクション
トータルボディケア
［（左から）フットバーム １５ｍL・フェイスオイルワイ
ルドローズ １０ｍL・オリジナルミニソープ 約３０ｇ・
ハンドクリーム １５ｍL］
¥４,５００+税 ★

良質な植物由来成分を
思う存分堪能して！

豊かな泡立ちと滑らかな洗いあがりが特徴の自然
由来にこだわったシャンプー。必要な油分を守り
ながら汚れだけをすっきり流し、ツヤのある髪に。
乾燥を防ぎながらもさっぱりと洗い上げたい男性に
おススメ。
WWDナチュラルシャンプー
２５０mL／¥２,８００+税 ★

髪と地肌にアプローチする
ノンシリコンメンズシャンプー

スタイリッシュなパッケージが目を引くメンズライン
が登場！良質のハーブを使用した化粧水は、爽
快な使い心地でお肌の皮脂バランスを整え潤し
ます。ユニセックスで使えるのも◎。
WWDデイリーローション
１２０mL／¥５,４００+税 ★

爽快な使用感で
彼の肌もワンランクUP

ハチが生成する天然の成分プロポ
リスがたっぷりと含まれたリュクス
なクリーム。センシティブな肌のトラ
ブルを防ぎ、健やかな状態に整えま
す。この冬は自信をもてる肌を手に
入れよう。
プロテクトクリーム
１５mL／¥２,０００+税 ★

自然の治癒力で
リッチな肌に

天然由来成分を高配合した、４種の植
物オイルとエッセンスの２層式美容オイ
ル。手ごわい乾燥から肌を守り、うるお
いのあるみずみずしい肌に導きます。界
面活性剤を使用せずに２層にしているの
でセンシティブな肌にもぴったり。
ディープ モイストオイル
６０mL／¥３,２００+税 ★

Wの層でうるおう
プレミアムオイルケア

国内外で人気の高い、トータルビュー
ティーサロン発ブランド、ウカから人気
のネイルオイルと４種のハンド＆ボディケ
アアイテムが揃ったスペシャルなキットが
登場!コンパクトにまとまるポーチ付き。

トラベル ウィズ ウカ 
ハンド＆ボディケアキット
［（左から）ネイルオイル２４ :４５ ５mL・
ソープソルト ３０mL・ローションペッパー 
３０mL・バターハンド＆ネイルクリーム２０
mL・Bccハンドクリーム３０mL］
¥６,５００+税 ★

旅先でも
こだわりのハンド
＆ボディケアを！

１１.１３（Fri）発売

12 13※★印のあるアイテムはすべてWEB STOREでもご購入いただけます。※取扱い商品は店舗により異なります。

贈った人も、貰った人もHAPPYになる。そんなギフトをお探しですか？
コスメキッチンからは世界中がHAPPYになる、

環境にもヒトにも優しいこだわりのナチュラル＆オーガニックギフトがこの冬勢ぞろい。
いつか試したかった憧れの一品も、あの人が喜んでくれそうなギフトも、きっと見つかるはず。
センスの良さとお得感を兼ね備えた、今シーズンのギフトキットたち。迷うことなく、今すぐゲット！

Sp
ecia

l Pouch!

Original Tote!

Blender Bottle!

１１.２（Mon）発売

10.15（Thu）
コスメキッチン
先行発売

１１.２（Mon）発売

１0.31（Sat）発売

11 .1（Sun）
コスメキッチン
先行発売

１１.１０（Tue）発売

１１.１０（Tue）発売

11.1（SUN）新発売！



思わず飾りたくなるようなパッケージの可愛らしさはもち
ろんのこと、こだわりの４種類のアロマを楽しめるバスソ
ルトセット。オーストラリアの天日塩を細かいパウダー
状の粒子にしているので溶け残りの心配もなし。
ナチュラル アロマバスソルトセット
［（左から）ラッキーグレープフルーツ・コンセントレイト ロー
ズマリー・エレガンスローズ・ヒーリング ラベンダー
各６０g×４袋］
¥２,０００+税 ★

とびきりHAPPYな
バスタイムを！

スヌーピーのワンポイントが特徴の、一見なんてこ
とないタンブラー。しかしそのプラスチックはいわゆ
る環境ホルモンを使用していない有機ガラスという
特殊なプラスチック。環境にも配慮したタンブラー
は毎日どこでも使いたい自慢の逸品！
ニューポートタンブラー 全３種
（クリア・ブルー・ピンク）
各 ¥９８０+税 ★

まるでガラスのような透明感の
愛らしいタンブラー

世界中からその品質を信頼されているトレーは、グ
ラスファイバーが入った強化プラスチック製。一般
的なプラスチックとは違い、なんとも言えない質感の
トレーは玄関からリビングまで幅広いインテリアに調
和します。カギ入れやペントレーにもぴったり！

カムトレー 全３種（ホワイト・ブルー・ピンク）
各 ¥１,９００+税 ★

大切なものを預けたい
万能トレー

やわらかい毛先の 1 本 1 本にナノサイズ
のマグネシウム、カルシウム、ナトリウムを
コーティングすることで、歯茎を傷つけず
美しく滑らかな磨きあがりを実現。底部に
重りが入っているので歯ブラシ単体で自立！

トゥースブラシ 全３種 
（ホワイト・ブルー・レッド）
各 ¥１,５００+税★

磨くだけ？つるりと輝く
印象的な口元に！

女性にうれしいざくろだけでなく、11種類の
ハーブをプラス。年齢が気になる方、女性
らしくいたい方におすすめです。ほんのりス
イートで酸味のある味で、おいしくインナー
ケアができます。
密 - hisoca - 
柘榴（ザクロ）  ４９０mL
¥５,０００+税 ★

ざくろ+ハーブで
女性のキラキラをサポート

生姜と11 種類のハーブから作られた、冬にうれしい
ドリンク。お湯で薄めて飲めば、体がじんわりぽかぽか
に。寒さが苦手な女性の強い味方になってくれます。
ピリッとおいしく飲んで、寒さが厳しい季節を乗りこえて。
密 - hisoca - 　生姜（ショウガ） ４９０mL
¥５,０００+税 ★

ホットでぽかぽか巡る
生姜+ハーブのパワー

パリのハーブ薬局を日本版にアレンジした『エル
ボリステリア』から、新たにおやすみ前に飲みたい
ハーブが仲間入り。翌朝さわやかに目覚めたい方
におすすめです。ストレス社会でがんばる方は、
パッションフラワーとメリッサを１：１で入れて。
HERBORISTERIE
シングルティザンヌ パッションフラワー
８０g／¥２,８００+税 ★

寝る前の一杯で
上質なおやすみタイムを

日本ではセイヨウサンザシの名で知られ、“心臓の
ハーブ” とも呼ばれます。体が冷えていては、
美しさと健康は保てません！ 毎日あたたかいホー
ソンティーを飲んで、体の芯から健康に。
HERBORISTERIE
シングルティザンヌ ホーソン
６０g／¥２,８００+税 ★

体の芯から健康でポカポカ
男性にもおすすめ

独自の黄金比でハーブをブレンドしたパウダー。
外食が多い方、ダイエッターにはボディリファイ
ニングがおすすめ。心のバランスが乱れがちな
方には、睡眠前のリラックスのためのハーブを配合
したディープマインドがおすすめ。
F organics
フィトパウダーボディリファイニング
２g×７包／¥２,１００+税 ★
２g×３０包／¥６,２００+税 ★
フィトパウダーディープマインド
２g×７包／¥２,０００+税 ★
２g×３０包／¥６,０００+税 ★

食生活の乱れやストレスに
おいしく飲んで健康をサポート

ミネラルたっぷりのホーステール。スギナと呼ばれ
ていて、カルシウムやシリカなどを豊富に含みます。
毎日飲んで簡単インナービューティーケア。どの
ハーブともブレンドOK！
HERBORISTERIE
シングルティザンヌ ホーステール（スギナ）
８０g／¥２,８００+税 ★

ミネラルたっぷりの優秀
インナービューティーハーブ

５種類の『密』を一度にお試しできる限定コレ
クション。自分へのご褒美として、５つのド
リンクでインナーケアを徹底するのもよし、
お気に入りの味を見つけるのもよし。お世話
になっている方へのギフトにもおすすめです。
密 - hisoca - 
ウインターコレクション２０１５
［柘榴・生姜・蔓苔桃・西洋梨・西洋李 
各１５mL×各３本］
¥３,０００+税 ★

５種類すべて試せる
ギフトにもうれしいセット

クコの実の名で知られるゴジベリーは、注目
のスーパーフード。ビタミン、ミネラル、アミノ
酸など、基本的な栄養素を豊富に含んでいる
ので、基礎作りに。水に溶かしたり、ヨーグ
ルトやスムージーに入れて。
SUNFOOD SUPERFOODS
オーガニック ゴジベリー パウダー
２２７g／¥４,０００+税 ★

栄養の宝庫ゴジベリー
現代女性のお悩みに

今やコスメキッチンの定番となった「HEALTS TIPS PEANUTS」シリーズから
新作が続 と々登場！ため息がでるほど愛くるしいスヌーピーたち。
ギフトにはもちろん、日々の暮らしに取り入れやすいラインナップで、
あなたのオーガニックライフをよりHAPPYで素晴らしいものに彩ります。
スヌーピーたちとあたたかく素敵な冬をお過ごしください！

「ヘルスティプスピーナッツ」から
ギフトにぴったりのニューアイテムが登場！

の
、
ー

がんばりやさんのあなた。ちょっと立ち止まって、自分の内面と向き合う時間を作ってみませんか？
アクセルを踏み続けるカラダは、後々つらいトラブルを招きやすくなります。

美しさと健やかなカラダを保つには、毎日インナーの声に耳を傾けながら、リラックスする時間をもつこと。
コスメキッチンでは、そんな癒しとインナーケアにおすすめの優秀なアイテムを豊富に揃えています。

あなたのカラダが求めていることに合わせて、アイテムを選んで。

癒しの時間と自分の内面に向き合うひととき

スッキリ

対策

対策

ダイエット

インナービューティー

インナービューティー

コスメキッチン先行発売 !

© 2015 Peanuts Worldwide LLC

インナービューティー

インナービューティー

１１.１（Sun）発売

１１.１（Sun）発売

１１月下旬発売

１１月下旬発売
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先行発売中
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１１.１（Sun）発売

１１.１（Sun）発売

１１.１（Sun）発売

１１.１（Sun）発売



自然派由来成分８５％のエコフレンド
リーなネイルカラーブランド・キュアバ
ザー。明るいフューシャーピンクを指
先にまとえば、自然と気持ちが高まりま
す。ふと指先に目をやれば、仕事も恋
もエネルギッシュにがんばれそう！

心躍る
フューシャーピンクで
気持ちを高めて

Kure BAZAAR　ケリー
１０mL／¥２,３００+税 ★

４色セットの機能的ハイライター。上から３色
をとってハイライトゾーンに広く入れると、自然
と肌がトーンアップします。一番下の色を、頬
骨の上や眉骨の上などツヤを出したい部分に
ひとはけ足せば、リフトアップ効果＊が。
＊メーキャップ効果による

さっと一塗りで自然な立体感
リフトアップ効果＊も

naturaglacé　ハイライトソルベ PK1
¥３,８００+税 ★

唇の特性を考えて作られた、高保湿の
ルージュ。合成着色料フリーなのに、こ
のコーラル系ピンクが出せるのはMiMCな
らでは。ミネラルの天然色で、しっかり発
色。唇にハリとツヤを与えながら、顔全体
をフレッシュで明るい印象にしてくれます。

瑞 し々いツヤリップにキュン！
フレッシュ色のルージュ

MiMC　ミネラルルージュ
１４アステカピンク
¥３,５００+税

シルクのような心地よいパウダーで、メイクしながら
保湿もできるチークです。ピースは、ヘルシーで明
るい印象に仕上げてくれるカラー。肌なじみがよく、
幅広い年齢の方にお使いいただけます。冬のくすん
だ肌にのせれば、血色のよい顔に。

血行が悪くなる冬肌に
元気なピーチチークを

MiMC
ビオモイスチュアチーク
０３ ピース
¥３,８００+税 

日本みつばちが集めたハチミツ＊に
こだわり、天然素材と天然ミネラル
だけで作られたリップグロス。秋冬
の乾きやすい唇も、ぷるんと弾ける
ようにうるおします。ホリデーピンクは、
コスメキッチン限定カラー。青みが
かったピンクで、華やかな印象に。
＊ 保湿成分

和ハチミツが密着保湿
乾きやすい唇もぷるん

MiMC　ミネラルハニーグロス 
１１２ ホリデーピンク
¥３,２００+税 ★

人気の『アメージングオーガニックファン
デーション』に、クリームタイプが登場。
秋冬のカサつく肌に潤いを与えながら、
ツヤのある瑞 し々い肌をキープしてくれ
ます。光の効果で薄づきでも毛穴レス
肌に。するりと伸びて軽い付け心地なの
で、クリームファンデが苦手な方にも。

冬はベースも衣替え
ツヤと瑞 し々さが続くファンデ

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
専用パフ　¥２９０+税 
トライアル 全４色／¥９２０+税 

モードな女子は、洋服に合わせて指先
にもトレンドを７０年代カラーのソーヴィ
ンテージは、今年の秋冬のファッション
にもマッチします。キュアバザーはトルエ
ン、ホルムアルデヒドなどを使用してい
ないので、心にも優しい。

この秋流行の
７０年代カラーで
モードな指先に

Kure BAZAAR　ソーヴィンテージ
１０mL／¥２,３００+税 ★

パープルとブラウンをメインとしたアイ
シャドウ。オリーブスクワラン*などの
美容成分でパウダーをコーティング
しているので、まぶたをケアしながら
メイクを楽しめます。ブラウンをメイン
に使えばナチュラルに、パール入りパー
プルで華やかに。　
＊ スクワラン（保湿成分）

目元をいたわりながら
洗練された目元をつくる

nａｔｕｒａｇｌａｃé
アイカラー パフェ PB1
¥３,６００+税 ★

デリケートな目もとの皮膚にやさしく
なじみ、やわらかい感触でアイライ
ンを描くのが苦手な方でも簡単に
美しいラインを描くことができます。
長時間カラーキープできるロングラ
スティング処方。日本人の肌色に
マッチした、ナチュラルな仕上がり
のブラウンです。

滑らかなタッチで描ける
ロングラスティングペンシル

alima PURE
ナチュラル ディフィニション
アイペンシル コーヒー
¥２,７００+税 ★

朝晩の冷え込みがすこしずつ厳しくなり、落ち葉が風に舞う季節。
乾燥する冬の季節も艶めく潤ったお肌に仕上げ、キラキラとした宝石のような
華やかなパープルシャドウと立体感あるリップで、いつもより少し華やかなメイクアップに。
知的さと上品な美しさで、輝きをアップしましょう。

2015冬のメイク提案

知的さとイノセントな輝きのウィンターメイク

大人の色を楽しむパープルな目元と
艶めくピンクリップを纏い、華やかな冬フェイスに

▶気になるHOW TOは次のページで！

日本のみならず、アメリカ及びヨーロッパ各国で VOGUE をはじめ数々
のファッション誌やセレブリティーを手がけ、そのグローバルな活動
経験で培われた独自の感性とスタイルは国内外のセレブリティーや
CM、CF など女性の美しさを引き出す様 な々シーンで高い評価を得て
いる。また、メイクアップを駆使した新たなクリエイションにも精力的に
取り組んでおり、過去には「化粧写真」、「YORIWARA」といった
メイクアップ作品展を開催するなど活躍の場を広げている。

大きめのブラシにチークカラー
を取り、ほほ骨にそって横長に
フワッと入れ、ブラシの中程を
持ち、ポンポンと置く様に中心
に色の濃い部分を作り立体感
を出します。

1

1

1

3

2

2

3

チーク

A C

B D

1. ①を上まつげの合間をうめる様にひく。その上
　をぼかす様にカラー A を重ね、下まぶた1 / 3
　にふわっとまるめに入れる。
2.カラーBを１の上からやや太めに重ね目幅から少
　しはみ出る様に入れてしっかりと発色させます。
3.  カラー Cを、アイホール全体にぼかすように入れ  
　ます。
4. カラーDを、3 の上からアイホール上部～眉弓骨を
　中心にしてぼかすように入れます。

★POINT
カラーAを下まぶたにいれるときに、少し厚めにぼ
かすようにふんわりと入れてみましょう！

2.

3. 4.

1.

B

C D

A

輪郭よりも少し大きく描き、指先を使って輪郭
を軽くなぞります。下唇の中心にグロスを重ね
てなじませます。

デリケートな目元に使うマスカラは、ケミカル
成分不使用のものを選びたいもの。このマ
スカラは安心できるだけでなく、こすれや汗
に落ちにくい使用感で定評があります。さら
に植物由来の美容成分で、まつげのハリツ
ヤもアップ。

こすれ・汗に強い
まつげにハリをもたらすマスカラ

naturaglacé
マスカラコルネN BRブラウン
¥２,８００+税 ★

ュン！

コスメキッチン
限定カラー
コスメキッチン

amritara
スキンドレスパウダーレフィル
１０g/￥３,２００+税 
専用コンパクトケース
（オーガニックコットンパフ付）　¥１,１００+税
替え用のオーガニックコットンパフ　¥３５０+税 
トライアル ¥６７０+税 ２

②はごく少量ブラ
シにとり、立体感
を出したい鼻筋に
重ねて仕上げる。
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夏服から冬服に替えるように、メイクも冬には冬のアイテムを。
夏を乗りこえた肌は、紫外線ダメージでターンオーバーが乱れたり、乾燥が進んだりしています。

冬のメイクには、夏以上にスキンケア効果があるアイテムを選びましょう。
カラーも冬らしいファッションに合ったもの、冬のどんより顔を明るく見せるものを取り入れて。

何かとイベントの多いウィンターシーズン、あなたの魅力を引き出すメイクアイテムがコスメキッチンには揃っています。

先行＆限定発売 Winter  make 特集

抜きすぎると生えてこなくなるといわれる
眉毛。ボリュームダウンしてしまうと、
アイブロウが不自然になったり、すっぴん
が眉なしに見えたりしてしまいます。
ナチュラルな美眉になりたい方は、この
オーガニックまゆげ美容液を使ってみて。
ブロウフード アイブロウセラム
５mL／¥１２,８００+税 ★

整えすぎた眉毛も
メイクしやすい美眉に

たっぷりの植物オイルで肌にうるおいを
与えるのが、ビオモイスチャーチーク。
チアフルは、一塗りでハッピーオーラを
放つ顔に仕上げます。ホリデーシーズン
にぴったりのチークです。
ビオモイスチュア チーク ０４チアフル
６.２g／ ¥３,８００+税

一塗りで幸せ顔に！
肌も喜ぶうるおいチーク

ミネラルメイクの定番・アリマピュアから、
シルキーな美肌を素肌から叶えるプレ
ストファンデが登場。透明感とカバー
力を両立させながら、ローズヒップ
オイル *2や月見草オイル *3などの美容
成分で、エイジングケア *1までできます。
＊１ 年齢に応じたケア
＊２ ロサルビギノサ種子油（保湿成分）
＊３ 月見草油（保湿成分）

シルキープレスドファンデーション
全４色／¥５,４００+税 ★
レフィル　¥３,８００+税 ★

透明感とカバー力を
両立したエイジングケア＊1

ファンデ

クリスマスシーズンに花を添える、ベリーレッド
カラーのグロス。和蜜 *１などのバター成分*２
で、荒れがちな唇にうるおいを与えて保護
します。華やかな赤のグロスは、おめかし用
に1つ持っておきたいアイテム。
＊１ ハチミツ　＊２  シアバターノキエキス

ミネラルハニーグロス １１３ ジョイフルレッド
５.７mL／¥３,２００+税 

ジューシーフルーツのような
濃厚レッドグロス

グランベリー、アサイー、マンゴーなどのフルー
ツオイル * にミネラルを溶かしこんで作った美
容液アイベース。ピンクベージュは目もとを自
然とトーンアップさせ、繊細なパールは瞬きす
るたびに輝きとピュアな印象を与えてくれます。
＊クランベリー種子油、アサイヤシ果実油、マンゴー種子脂
（全て保湿成分）

ミネラルクリーミーアイベース  
０５ イリデセントピンク
３.２g／ ¥３,８００+税 

目元を上品に輝かせる
美容液アイベース

世界初、エコサート認証取得したオー
ガニックまつげ美容液が、日本初上陸。
デリケートな目元こそ、成分にこだわっ
たものを使いたいもの。効果に妥協した
くない人も満足できる、クリニックテスト
済みの実力派アイテムです。
ラッシュフード アイラッシュセラム
３mL／¥１２,０００+税 ★

満足度が高い
オーガニックまつげ美容液

落ち着いたプラムレッドは、血色感を与え
ながら大人の上品さを醸し出します。ちょっ
ぴり大人の色気が欲しいときには、この
カラーをのせて。使いやすいクリームタイプ
のチークです。
ミネラルチーク＆リップ プラムレッド
５g／¥４,５００+税 ★

ぬくもり溢れる血色チークで
大人の色気を

ベースの上からぽんぽんと塗るだけで、簡単
にうるっとしたツヤ肌になれるハイライト。テク
ニックいらずで、立体感のある顔に仕上げ
られるアイテムです。肌荒れや肌のキメ、
ツヤ不足が気になる肌にも使えます。
ミネラルハイライトクリーム
４g／¥３,５００+税 ★

ぽんぽん付けるだけで
立体感のあるツヤ美肌に　

ネーブルオレンジを頬になじませると、たち
まちヘルシーで明るい印象に変わります。
クリームチークなので、ほわっと頬が色づく
ような自然な仕上がり。思わず一緒にい
たくなるような、キュートな印象に見えます。
ミネラルチーク＆リップ ネーブルオレンジ
５g／¥４,５００+税 ★

温かいオレンジ色が
側にいたくなるキュート顔に

赤みのあるキャラメルブラウンは、どんな
チークとも相性抜群。出番が多くなりそう
なリップカラーです。おしゃれが引き立つ
色なので、冬のファッションを楽しみたい
方はマストバイ。
リップシャイン モーメント
５mL／¥３,４００+税 ★

どんなチークとも相性抜群
おしゃれ度の高いカラー

NY 発の人気メイクブランドrms beauty が、
ついにスキンケアを発売。このビューティー
オイルは、ホホバオイル*1、ローズヒップオ
イル*2、セントジョーンズワート*3等を合わ
せたオイル。ごわつく大人肌を、柔らかく
うるおいに満ちた肌に整えてくれます。
＊1ホホバ種子油　＊2ロサルビギノサ種子油　
＊3セイヨウオトギリソウ花油（全て保湿成分）

ビューティーオイル
３０mL／¥１１,０００+税 ★

ついにスキンケア登場！
柔らかくイキイキした肌へ

絶妙のバランス感で無邪気さと色っぽさを奏で
る温かみのあるベリーピンクで、誰でも愛され顔
になれます。リップとしてもチークとしても使えて、
じんわり発色するのが魅力。上気したようなチー
クを作るのにおすすめのテクスチャーです。
リップチーク モデスト
５mL／¥４,８００+税 ★

温かみのあるカラーで
冬の大人可愛いをつくる

うるおいを与えて乾燥から守りなが
ら、柔らかで女性らしい口元に仕
上げます。落ち着いたヌーディー
ピンクなので、アイメイクに重点を
置きたい方のメイクにも。
リップシャイン オネスト
５mL／¥３,４００+税 ★

ヌーディーピンクで
柔らかで女性らしい
印象に

かさつくリップを滑らかに整えるリップ
バーム。皮膚が薄い口元・目元のエ
イジングケアにも使える、バックに入
れておきたいマルチユースアイテム。
香りはバニラとココアの２種類。癒さ
れる香りを選んで。
リップスキンバーム 全２種
［Vanilla・Cocoa］
５mL／¥３,６００+税 ★

ほうれい線や
目元にもマルチに
使えるリップバーム

目元を保湿しながら、アイメイクがで
きるｒms のアイポリッシュ。今季は、
洗練されたカラーが仲間入り。重くな
りやすい冬のメイクに一線を画し、目
もとの抜け感で都会的な印象を作り
ます。メイクであか抜けない方、マン
ネリを感じる方に。
アイポリッシュ  ミス
５mL／¥３,８００+税 ★

コスメキッチン
先行販売カラーで
洗練された抜け感アイに

絶妙

温
冬

作り
マン

ほ
目元
使

コスメキッチン
先行発売

＜ローズマリーからのメッセージ＞
チークのベースにも使える魔法の
カラーなの！

＜rms beauty 創立者のローズマリー・スウィフト氏
のメッセージ＞
朝も夜も使ってもらいたいスペシャルオイル！

コスメキッチン
先行発売
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クリスマスやお正月など、とっておきの日は抜群のコンディションで迎えたいですよね。
記念に残る写真にどんより顔で写っていたら、大切な人がパンパンの脚やカサカサボディに気づいてしまったら……。

スペシャルな日に落ち込んでしまわないように、事前にしっかり準備をしておきましょう。
コスメキッチンはみなさんの悩みに対応できるよう、スペシャルケアを多数ご用意しています。

予定が決まったら、いち早く必要なアイテムをゲットして！　

スイートアーモンド*１やボラジ*２などのオイル、
シアバタ―*３に、植物由来成分をブレンドした、
濃厚な保湿クリーム。冬にトラブルが起こり
がちな肌、ごわつきがちな肌も、みずみずしく
滑らかな状態に保ちます。
＊１ アーモンド油（保湿成分）　＊２ ルリジサ種子油
（保湿成分） 　＊３ シア脂（保湿成分）

FIG&YARROW
モイストバタークリーム ヤロウ
６０mL／¥７,６００+税 ★

乾いた肌に濃厚な潤いを
冬と戦える肌へ

ミネラル豊富な死海の塩と、レモン、ジュニ
パーエッセンシャルオイル * で心も体もリフ
レッシュさせてくれます。疲れがたまって元気
が出ないときも、これをお風呂に入れてバス
タイムを楽しめば気分が上がります。
＊レモン果皮油、セイヨウネズ果実油（フレグランス成分）

SHIGETA
バスソルト ライトアップ
２８５g／¥２,５００+税 ★

すっきりした
レモン×ジュニパーの
香りがたまらない

ローズヒップ * をメインに、５種類の植物
オイルをブレンドしたオイル。世界中の
セラピストから支持されており、一度使う
と溺愛してしまう人が増えているとか。
肌になじませると、ハリと弾力が生まれます。
＊ローズヒップ油（保湿成分）

trilogy
ロザピン プラス
３０mL／¥５,７００+税 ★

持っていないと不安 !?
世界中で溺愛されるオイル

２０歳過ぎからどんどん減ってしまうという、コエン
ザイム Q１０。加えて、話題のスーパーフードと
呼ばれているアサイー、チアシード* なども配合した
美容オイルです。年齢による変化が気になりだし
たら、ブースターとしてスキンケアにプラスして。
＊アサイヤシ種子油、サルビアヒスパニカ種子油（ともに保湿成分）

trilogy
Q10 ブースター エッセンスオイル
２０mL／¥５,７００+税 ★

日本初！
Q１０配合のスーパーフード
オーガニック美容オイル

お腹周り・ヒップや太ももなどの気になる部分を
マッサージ。流れが滞りやすい全身をていねいに
揉みほぐしてスッキリ引き締まった肌に！年齢ととも
に固くなった肌にハリ・弾力を与えます。心まで軽
くなるようなオレンジフラワーのさわやかな香り。
ARGITAL　ボディマッサージクリーム
２００mL／¥４,２００+税 ★

スッキリさせたい肌
引き締まるマッサージクリーム

ニオイや衛生状態が気になるデリケート
ゾーンは、これでやさしく洗って。肌本
来が持つ自浄作用を守りながら、やわ
らかい泡がニオイやかゆみなどのトラブル
の原因を洗い流します。ムレやすくかぶ
れやすい肌もスッキリ清潔に！
ARGITAL
デリケートハイジーンソープ
２５０mL／¥２,６００+税 ★

もう気にならない
不快なデリケートゾーン
を爽やかに

大注目のモリンガオイル * をはじめ、
４つのベースオイルを使用した、お肌
をやわらかく潤すオイル。あなたの五感
をとぎすまさせるようなオレンジ、ジャス
ミン、ネロリが移ろうセンシュアルな香り。
やさしく撫でるようなマッサージで女性
美を輝かせて。
＊ワサビノキ種子油（保湿成分）

INTIME ORGANIQUE by le bois
センシュアル マッサージオイル
１００mL／¥４,５００+税 ★

女性らしさを魅せる肌へ
あなたの魅力を引き出す
ボディオイル

イチョウ葉エキス* などの植物由来成分が、コンプ
レックスを抱える脚・ヒップをキュッと引き締めてくれる
クリーム。スッキリしてうるおいで満たされたボディは、
女性らしさが増して思わず触れたくなります。　
＊イチョウ葉エキス（保湿成分）

INTIME ORGANIQUE by le bois
ヒップ＆レッグ ケアクリーム
１００g／¥５,０００+税 ★

脚をキュッと引き締める！
同時にうるおうツヤ肌に

ブルガリアンローズ水 *１の天然のやさしい香りで
癒されるヴィーガン化粧水。年齢肌や大人ニキビ
で悩む方にうれしい、ハーブエキスを贅沢に配合。
べたつかずさっぱりケアできるのに、大人肌も芯
からうるおうエイジングケア*２トナーです。
＊１ ローズ水 (保湿成分、香料 )　＊２ 年齢に応じたケア

WELINA ORGANICS
カレアトナー
１００mL／¥３,５００+税 ★

べたつき抑えてさっぱり保湿
大人ニキビ肌にはコレ

コスメキッチンのために作られた、オリジナル
バーム。ごわついた乾燥肌も柔らかくして保護
します。香りに癒されながら、こめかみをほぐし
てリラックス。凝り固まっていた頭もスッキリして、
モヤモヤした気持ちもリセット。
テンプルバーム
１５g／¥２,２００+税 ★

コスメキッチン限定！
こめかみをほぐしてリラックス

年齢・乾燥が気になるなら、常備しておきたい
バーム。“マロー”という名前のとおり、肌に潤い
を与え、肌をやわらかくするマレイン（モウズ
イカ）を含んだエイジングケア＊にぴったりの
フェイシャルバームです。  ＊年齢に応じたケア
マロービューティーバーム
１５g／¥２,４００+税 ★

エイジングケア*に最適の
ハーブをブレンドしたバーム

ローズヒップやクランベリーなど、抗酸化成分を
豊富に含む植物オイルと肌に弾力を与えるイモー
テルの精油を組み合わせ、ジェムストーンを使って
パワーチャージ。すぐに肌のなめらかさを感じられ、
一日中肌のうるおいが続きます。
＊年齢に応じたケア

SHIGETA EX オイルセラム
５mL／¥２,７５０+税
１５mL／¥７,０００+税 ★

毛穴に、たるみに、乾燥に！
完璧なエイジングケアオイル*

SHIGETA のファーストキャンドルの
復刻版。パリの夜をイメージした、スパ
イシーでウッディーなローズの香りは、
フェミニンな気分を高めてくれます。
ソイワックスを使っているので、煙の
嫌なにおいは気になりません。
SHIGETA
ナイトパレード
１８０g／¥３,７００+税 ★

大人気キャンドル復刻！
夜に灯せば
フェミニンな気持ちに

健やかで瑞 し々い肌に整えてくれる、ミ
ネラルたっぷりの死海の塩 *１を使用。
ローズゼラニウム *２の香りに包まれ
ると、女性らしさが高まりそう。バスタ
イム後には肌がやわらかくしっとりし、自
然と自信が湧いてきます。 
＊１ 海塩（保湿成分）
＊２ ゼラニウム油、ダマスクバラ油（フレグランス成分）

SHIGETA
バスソルト ローズダイブ
２８５g／¥２,５００+税 ★

ローズの香りに
包まれながら
女性らしいツヤ肌へ チョコレートの甘い香りで包み込んでくれるス

クラブ。オーガニックシュガー * と細かく滑ら
かに砕いたクルミの殻が、不要な角質をオフ
します。もちろん、乾燥を防ぐククイナッツオイ
ルやシアバタ―*も配合。　
＊ククイナッツ油、シア脂（ともに保湿成分）

giovanni　シュガーボディスクラブ
２５０g／¥２,６００+税 ★

カカオの香りにときめきながら
しっとりスベスベ肌に

徹底的にエイジングケア *１したいけれど、べたつく
美容液はイヤ。そんな方に最適な、高浸透 *２
ヴィーガンセラム。植物性プラセンタとハーブエキ
スがハリと弾力のある肌に導きます。ブルガリアン
ローズ*３の香りで癒されて。
＊１ 年齢に応じたケア　＊２ 角層まで　＊３ ローズ水（保湿成分、香料）

WELINA ORGANICS　カレアセラム
３０mL／¥６,５００+税 ★

ニキビもハリ不足も気になる方に
最適な大人の美容液

みがく
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コスメキッチン
限定発売

この冬、東京と大阪にニューショップがオープン
します。新店恒例、コスメキッチンの大人気アイ
テムを集めた限定キットも販売！詳しくはコス
メキッチンウェブサイトをチェック！

この冬のオープン!
ニューショップ情報

皮膚科医としても母としてもご活躍中の
友利新さん開発のベビー用スキンケアが
登場！ポンプを押すとクリーミーで濃密な
泡状で出てくる全身用ソープは肌摩擦を
軽減するので、デリケートな赤ちゃんを
やさしく洗うのにぴったり！
mediskin baby 
ナチュラルベビーソープ
３００mL／¥１,９５０+税 

デリケートなベビーの肌を
守りながら洗うボディソープ

天然由来成分にこだわった、パール入り
リップグロス。くちびるを滑らかに潤しな
がら、ほんのり色づく優しい色味はどんな
メイクにも。ラズベリージャムのような甘く
キュートな香りは使うだけでときめく、とび
きりスウィートなアイテム！

幸せを届ける
甘い香りのリップグロス

ほんのりパールが手先を美しくみせるハンド
クリーム。かばんに入れておくだけで笑顔
がほころぶ愛らしいパッケージにメロメロ！
天然由来成分にこだわった、ラベンダー
ホットミルク、ラズベリージャムの２つの香り
はクセになること間違いなし！

きらめく手先は
レディーのたしなみ

天然精油のみで香りづけしたバ
スミルクは、オーガニック植物
オイルを配合。お風呂上りも
ボディケアの必要がないくらい、
しっとりとした潤いが続きます。
この冬はちょっぴり楽してうるおい
肌を手に入れましょう！

甘い香りに包まれて
しっとりつるんの
美ボディーに

乳化剤不使用の２層式保湿ロー
ション。水分と油分をバランスよく配合
し、赤ちゃんのデリケートなお肌を
保湿し、健やかに整えます。潤いを
与えながらも肌に大切な成分を与え
ることで肌トラブルを防ぎます。
mediskin baby 
ナチュラルベビーローション
１９０mL／¥２,４００+税 

包み込むように保湿して
大切な水分をバリア

ジャータイプの全身用バーム。体温で温める
とオイル状に変化するので、スーッとなめら
かに肌にのびてしっかりとなじみます。冬の
乾燥や刺激から赤ちゃんの肌を守り、ふっ
くらとした本来の健康な肌に整えます。
mediskin baby
ナチュラルベビーバーム
７０g／¥２,８００+税  

たっぷり保湿で
冬の乾燥からベビーを守る

ヘナ & アボカドのヘアケアは、乾燥や紫外線など外的
要因によってツヤを失ってしまった髪のためのラインです。
髪にツヤを与えてふんわりなめらかな手触りに整える
ヘナパウダー（ヘンナ花／果実／葉エキス）と、オメガ
３を含み髪に潤いを蓄えるアボカドエキス&インカインチ
オイル（ルリジサ種子油）を配合。髪にやわらかさ
と潤いを与えて本来の輝きを取り戻します。
NATURE'S GATE
シャンプー、コンディショナー（ヘナ＆アボカド）
５３２mL／各¥１,６００+税 ★ 

乾燥や紫外線によって
ツヤを失ってしまった髪に

ツヤを失いやすく、ダメージを受けやすい
カラーリングヘアをケアするネイチャーズ
ゲート一番人気のヘアケアに、同じフレー
バーのボディローションをセット。ザクロ
エキスが冬の髪と肌をやさしくエイジング
ケア＊します。 ＊年齢に応じたケア
NATURE'S GATE　クリスマスキット
［シャンプー・コンディショナー（ポメグラネート＆サ
ンフラワー）・ボディローション（ポメグラネート＆サ
ンフラワー）各５３２mL・オリジナルトートバッグ］
¥５,２００+税 ★ 

一番人気のヘアケア＆
ボディローションが
お得なクリスマスキットに！

バンブーパウダーと重曹が歯を
輝かせるジェルタイプのトゥース
ペースト。さっぱりとした香りで
気になる口臭にもアプローチ。グル
テンフリー、ソイフリー、コーンフ
リーなど、ナチュラルな成分にこ
だわった製法なので家族みんな
で安心して使えます。
NATURE'S GATE
トゥースペースト（WH）
１４１g／¥１,５００+税 ★ 

バンブーの力で
口内環境を健やかに！

サンリオの人気キャラクター Little Twin Stars とのコラボ
レーション商品がついに登場！思わずため息が出るほど可愛ら
しいパッケージに、コスメキッチンだからできた、厳選された
原料からつくられるナチュラル＆オーガニックなコスメ！ 手に入
れない理由はないマストハブなコラボアイテムは、あなたの乙
女心を満たすこと間違いなし！

大人気「Little Twin Stars」が
オリジナルデザインとして登場！ 

TOPIC

ワンランク上の美しさをもたらす欲張りなラインナップ
は、美しい変化の訪れを実感することになるかも。トー
タルビューティーを提唱する、コスメキッチンだからこそ
暮らしの様々なシーンで楽しみながら取り入れて欲しい
アイテムをラインナップしました。

この冬のトラブルの
「解決」と「対策」を叶える
アイテムが登場！

TOPIC

NEW SHOP

Cosme Kitchen
渋谷モディ店

Cosme Kitchen
ららぽーと EXPO CITY店

+税 ★

©1976,2015 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.G561706

Little Twin Stars
ナチュラル ハンドクリーム　全２種
（ラベンダーホットミルク・ラズベリージャム）
５０g／¥２,０００+税 ★ 

Little Twin Stars
ナチュラル アロマバスミルク　2本入 
（ラベンダーホットミルク・ラズベリージャム）
1００mL×２／¥２,６００+税 ★ 

Little Twin Stars
ナチュラル リップグロス
全３種
（プレーン・ピンク・レッド）
１０g／¥１,５００+税 ★ 

コスメキッチン
限定発売

１１.１（Sun）発売

１１.１（Sun）発売

22 23※★印のあるアイテムはすべてWEB STOREでもご購入いただけます。※取扱い商品は店舗により異なります。

＊パッケージ等のデザインは変更になる場合があります。

１１.１（Sun）発売

１１.１０（Tue）発売



神奈川県小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原 3F

Tel:092-409-9088 / OPEN 10:00-21:00

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

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 :03-6434-1734 / OPEN 8:00-21:00
（土・日・祝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２F

Market

渋谷モディ　11月19日（木） 東京都渋谷区神南1-22-6 1F

SPECIAL POINT PRESENT!

Tel:084-927-2145 / OPEN 10:00-19:00
（土19:30まで営業）

天満屋福山店 広島県福山市元町1-1 1F
盛岡FESAN店

ルミネ北千住店 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

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 

髙

グランツリー武蔵小杉店

MARK IS みなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい 1F Tel:045-264-4741 / OPEN 10:00-20:00
（金～日・祝・祝前日10:00-21:00）

ららぽーとEXPO CITY　11月19日（木） 大阪府吹田市千里万博公園 ららぽーとEXPO CITY 2F


