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齋藤薫の
女を磨く第六感
〈第２章〉
初対面で“私の味方"を見分ける不思議な力で、自分をキレイにしてくれる化粧品を見つける！

初対面の人に対し、あなたが瞬間的に思うのは、自分にとって“味方”なのかどうか？ということではないだろう
か。さまざまな遭遇を強いられる動物たちに、そういう本能が備わっているのは当然のこと。だけれど、人間
にも相手を瞬時に察知する能力がちゃんと備わっているって、知っていただろうか？  特に女性は人生における
良い遭遇を果たすための、素晴らしい力を与えられているのだ。とりわけ優れた第六感を。

　そう確かに、動物たちは特殊なテレパシーのようなもので相手を感じている。気配だけで相手を見分けてい
る。信じられないかもしれないけれど、じつは私たち人間にもそういうテレパシーのような“ひらめき”があり、
本当に一瞬も一瞬で相手の心の中をのぞいて、自分に好意を持ってくる人を、ひいては自分を幸せにしてくれ
るかもしれない人を見分けているのだ。そして無意識のうちに、そういう人を好きになっている。まさに「幸
せを生む"ひらめき"」だ。

  相手への好感度も、じつは"自分を好きになってくれるかどうか"の判断をもとにしたもの。味方だと思うから
こそ、相手をいきなり好きになれる……まさに“第六感”のなせる技。

　だから、食べ物や化粧品との出合いにおいても、そのひらめきに素直に従うべきなのだろう。つまり私たち
人間は、体に悪いものを直感で見分ける不思議な力を持っている。何となく食べることに“後ろめたさ”を感じる
食べものは、単に太りそうだからじゃない、体の中のどこかがそれを拒否しているからなのだ。

  実際、体に毒かもしれないという不安を抱えながら口にいれると、いかなる美味しいものも味を感じないと言
う。逆に、体に良いものは心から美味しく感じるはずなのだ。つまり、第六感を静かに研ぎすませると、必ず、
見えていないものが見えてくる。自分を中からも外からもキレイにしてくれる“本当の味方”が……。

　化粧品も同じ。肌にとって良いものは、肌にのせた瞬間わかる。まさしく肌自身も、それを美味しく感じて
いるのだ。そこで感じ取るとるのは“テクスチャーの良し悪し”とはまた別の、化粧品が生まれつき持っている
“良心”や“プラスのエネルギー”みたいなもの。“作り手”が心底、人をキレイにしようと思ってつくった化粧品は、
第六感にちゃんと響いてくるのだ。使い手と作り手が見えないところで交信をするなんて、本当に素敵なこと！！   

そういう第六感を信じて、見分けたい。自分を本気でキレイにしてくれようとしてくれる化粧品！

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。新刊『“一生美人”力　人生の質が高まる108の気
づき』（朝日新聞出版）他、『されど“服”で人生は変わる』（講談社）、『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）など多数。

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～



※★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。06 07
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説明を聞く前に、もうピンと来る。触れた瞬間、キレイを予感する…そういう第六感の

訴えに耳を澄ませて選んだコスメたちは、今の自分にとって最強。だからまずは自然界

の恵みに対し、素直に心を開いてみたい。例えば、月が好き、バラが好き、コーヒーが好き、大好き

なものをそのまま化粧品選びに託せる喜びさえ、そっくりキレイにつながるはずだから。第六

感で選んだコスメは、必ず新たな第六感を生み、どんどんキレイが研ぎ澄まされる、そんな

美のスパイラルの始まり‼

女子力を内側からも外側からも強化すると、
なぜこんなに幸せな気持ちになれるのだろう

女子力を磨く

自分を心底ケアしてくれるものはひとりひとり違う。
体ごと包まれたいものを素直に探して

私を癒す

直接手に取れないのに、エネルギーだけで人を
輝かせてくれる、"月" の虜になるが勝ち

月のリズムに自分を預ける

自然界の恵みは、大げさでなく" 生きる力 " だって
与えてくれるのをまず知っておく

エナジーを取り込む

自分を清めるおまじないを選ぶような気持ちで。
引き算も足し算もくれるのが本当の浄化

身も心も浄化する

ハーブティーは反射的にカモミールを選ぶほど、自分
にとって重要なハーブ、カモミールが素晴らしいクリー
ムになっているのを知って飛びついたのがこれ。角層
への浸透性、保水力も抜群で、肌も心もしっとり落ち
つかせてくれた。
ARGITAL 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 ★

植物性ペプチドによるバストまわりのケアに加え、
デコルテの輝くようなハリや、精神的なハリまで
高め、女性としてのオーラそのものを磨いてくれる
欲張りな逸品。所詮バストケアなんて効かないと
諦めていた人を虜にする。
F organics　バストトリートメントジェル
１５０g／¥５,８００+税 ★

1日中欠かせないリップクリームは香りまでおい
しい、ナチュラル系にこだわった。ほのかな
ピンクが美しい血色と自然な濡れ感を生み、
すっぴんフェロモンが湧き上がる。
FIG+YARROW
リップティント（ローズ ＆ バニラ）　
７g／¥１,４６０+税 ★

衰えに加速度がつく更年期には、ともかく
内側から女性のバランスを整えるインナーケ
アが不可欠。パリで人気のハーブ薬局が日本
女性のためにブレンド、飲んですぐ体がポッと
暖かくなる即効性は本当に有難い。
エルボリステリア ブレンドティザンヌ
FOR WOMAN
１００g／¥３,０００+税 ★

女子力UPのエッセンスは、全ての女子に1人
一本。恋活、婚活、 美活のお守りベスト
セラーは、数滴を直接口に含むと体の芯に
火が灯り、幸福感がわっと湧き上がる。上品
な甘さ美味しさで、もう絶対手放せない。
DTWフラワーエッセンス
ファシネーション プレミアム
３０mL／¥４,８００+税 ★ 

クタクタなのに、逆に興奮状態の夜、これを飲んで
寝るとぐっすり眠れるばかりか、翌朝見事にすっきり
目が覚める。優れた効果は、単なる安らぎだけでなく
新しいエネルギーをくれるのだ。
F organics フィトパウダー ディープマインド
２g／７包 ¥２,０００+税 ★　３０包 ¥６,０００+税 ★

思わず手が伸びたのは癒しの香りオイル、カレンデュラ。
手のひらに取り、顔をすっぽり被って深呼吸、至福の
安らぎがやってくる。超限定の品は使うたびに感動。
reMio オーガニック カレンデュラオイル
３０mL／¥３,７００+税 ★

大好きなトリロジーから大好きなクレンジングバームが
登場と聞いて、迷いなくチョイス。バターのようにとけ
るバームがハードメイクとも瞬時になじみ、濡れタオル
で吸い取るだけでハッとするほどの透明感と艶めきが。
trilogyクレンジング バーム
８０mL／¥４,６００+税 ★

彼と上手くいかないのは自分が素直になれな
いからって、女はよくわかってる。でも成す術
がないから、こういう1 本がちゃんと役立つの
だと思う。意地を張ったり、怒りっぽくなったり、
女が陥りがちな心の問題に数滴！
DTW フラワーエッセンス　ウォーミングハート
２５mL／¥３,５００+税 ★

突発的に問題が起こった日に、パニック状態
になった心を沈めてくれるエッセンスは、イザ
という時のために常備しておこう。どうしても
行きたくない場所に行く時、明らかにストレ
スが充満していると、気付いた日にも。
DTWフラワーエッセンス　エマージェンシー
２５mL／¥３,５００+税 ★ 

基本的に、常に疲れている自分は、この 1 本
にどんなに助けられているか。とりわけ締め切
りが迫っているような時の、絶対の新習慣
になっている。これがあるから大丈夫と言う
お守り効果も極めて高い。
DTWフラワーエッセンス　リカバリー
２５mL／¥３,５００+税 ★ 

ちょっと興奮気味になる満月の夜とは逆に、
神妙な気持ちになる新月の夜は、"お願い
事をする日"とも言われる。身も心も清らか
にするお茶はダイエットにも。爽やかな味は、
何かを始める日のおまじないにも。
ゾネントア 新月のお茶（リフレッシュ）
２０包／¥９００+税 ★

内側からも外側からも月明かりに照らされた
透き通る肌を作るクリームには、大人も改め
てキレイになる夢を託したくなる。肌がすーっ
とし、やがて柔らかい光を纏った明るい艶
ハリ肌が生まれる。素顔美を作るならコレ。
La Clarée ムーンライト フェイスクリーム
５０mL／¥５,８００+税 ★

憧れは、月明かりに照らされた澄み切った輝く
肌。だからムーンライトトナーというネーミング
にいきなり魅了された。ヘルシーなジュースの
ような佇まいで、肌の角層まで染み入る香り
高き潤いは、いつまでも触れていたい月の雫。
La Clarée ムーンライト トナー
１５０mL／¥４,２００+税 ★

何より"月"が大好きな自分は、満月を見な
がらこのお茶を飲みたいと即決！バイオダイ
ナミック農法で育てたハーブが、満月のエネ
ルギーをしっかり吸収できる心身に導いてく
れる。キレイと健やかが一度に。
ゾネントア 満月のお茶（ハーモニー）
２０包／¥９００+税 ★

コスメキッチン内でも大好評と聞き、どうして
も試してみたくなった。ひと言で言うと、２００％
栄養素と言うような濃縮パウダー。身も
心も健康に生きるためのチカラの源になる
インナーケアは、あらゆるトラブルの予防ケア
と考えて。ヨーグルトに混ぜても◎
シナジーカンパニー ピュアシナジーパウダー
１２０g／¥９,２００+税 ★

同じローズヒップでもエイジングケア＊効果
に優れた南アフリカ産、ヨードチンキの如く
濃いオレンジ色は強烈だけれど実力の証。
強めの香りも気持ちまで一気に高めてくれる。
肌を生き生きさせるなら、このオイルと決めて
いる。  ＊年齢に応じたケア

KOSMEA オーガニックローズヒップオイル
２０mL／¥３,８００+税 ★　

入浴料として使えば、肌がツルツルに。水に溶いて
パックとして使えばユニークなグリーンクレイ。マニアック
ながら、使うほどにクセになる粉美容。
ARGITAL グリーンクレイパウダーアクティブ
５００g／¥２,８００+税 ★

粗挽きコーヒー豆をそのまま擦り込む気分。カルダモン
のスパイスがまた心地いい。すべすべの透明肌になるの
はもちろん、気持ちまで透き通るような浄化感が凄い。
コーヒー好きゆえに本能で選んだ逸品は自分にジャスト。
FIG +YARROWボディスクラブ（カルダモン＆コーヒー）
１２８g／¥３,４００+税 ★　４５４g／¥７,８００+税 ★

コスメキッチン
限定商品

コスメキッチン
限定商品

コスメキッチン
限定商品

コスメキッチン
限定ブランド

コスメキッチン
限定ブランド

コスメキッチン
限定ブランド



やわらかな風や色とりどりの草花たちが、私たちをあたたかく迎えてくれる春。
心弾むこの季節は、“あたらしい自分” に出会えるとき。

コスメキッチンでは、新たなスタートを応援するNEWアイテムをご用意して待っています。
これまで以上に輝く “わたし” を目指して、キレイに磨きをかけましょう！

コスメキッチンに春の新作が届きました！

紫外線やカラーダメージなど、ストレスを浴び
続ける髪と頭皮を、いたわりながら洗うシャン
プーと、パサつき絡まる髪にうるおいとツヤを与
え、つい触れたくなるような柔らかで輝く髪に整
えるコンディショナー。ローズとサクラの香りに
包まれ、極上のスパにいる気分に。
2chic ラグジュリアス
シャンプー・コンディショナー
２５０mL／各¥２,５００+税★

頭皮と髪のストレスとうるおい
ケアで極上スパ気分

「ジョヴァンニ」から、高いホールド力と美しいツヤ髪を
叶える理想のジェルが登場！ガチガチにならないのに
しっかりスタイルをキープし、髪と頭皮をケアします。
頭皮にやさしくべたつかず、アンチスタイリング剤派も
納得のアイテム。
L.A.ナチュラル スタイリングジェル
２００mL／¥２,４００+税 ★

ガチガチに固めずにしっかりキープ！
理想のジェル登場

ブライトニングケア*したいなら、ムーンラ
イトシリーズのデビューキットから始めま
しょう。クレンジングミルク、トナー、クリーム、
マスクの４点セットで、理想の透明感と輝
きを手に入れて。
＊うるおいを与えて透明感を保つケア

ムーンライト フェイスクリーム デビューキット
¥６,８００+税 ★
【セット内容】ムーンライトフェイスマスク／ムーンラ
イトジェントルクレンジングミルク３０mL／ムーンライ
トトナー３０mL／ムーンライトクリーム
※写真とは異なります

フェイスクリーム新発売を
記念したキット

コスメキッチンの大人気アイテムを、オリジナル
100％オーガニックコットンポーチ（２種）に詰
めました。ヘアケアからオーラルケアまで揃い、
ガニックデビューの方にも、旅先に持ってオーガニックデビュ の

いきたい愛 です用者の方にもおすすめです。
スターターキット
¥３,８００+税 ★

お試しにも旅行にも！
ポーチ付きおすすめセット

“火縄銃の水” は、１５世紀ごろに火縄銃で
負傷した兵士のために開発されたもの。当時
の伝統レシピに基づき、３７種類のハーブと
ハンガリーの温泉湧水が配合されており、
トラブル肌や、髭剃り後の肌、脚の不快感
などをスーッと落ち着かせます。
アルクビューズウォーター　（火縄銃の水）
１００mL／¥６,０００+税 ★

肌とボディの不快感に
スイス伝統の “火縄銃の水”

【キット内容】<giovanni>2chic モイストシャンプー・コンディショナー mini（現品）／フリッズビーゴーン スムー
ジングヘアセラムmini（非売品）／＜F organics＞クリアクレンジングリキッド３０mL（現ンジング 品）／モイスチャーローー
ション３０mL（現品）／モイスチャークリーム８g（現チャ クリーム８g（現品 DA＞オーガニック歯磨きセット（歯磨き粉）／＜WELED き粉
＋歯ブラシ）（現シ）（現品品）／＜LASHFOOD＞アイラッシュセラム mini（まつげ美容液）（非売品）／＜Cos）／＜L／＜L／＜L＜L／＜L＜L＜L／＜L／＜L／＜L＜L＜LL＜LL／＜L／＜L／＜／＜L／＜＜／＜＜＜＜＜／＜＜＜／＜／＜／＜／＜／／＜＜／＜／＜／＜L／＜ ASHFASHFASHFASHFSHFSHFASHFASHFSHFSHFASHFASHAASHFASHAASHFASHSHFASHFASHASHFSHFFHFSHFAASHHFSHFSHFFASHFASASHFASAASHFFASHFSASHASHAAASHFOOD＞OOOOOOOOOOOOOO アイラッシュセラム mini（ osme 
Kitchen>>オーガニガニガニガニニガニガニガニニニニニニガニニニガニニニニニニニニニガニニガニガニニニガニガガニニニニガ ックコッックコッックコッックコックコッコックコッックコッックコッックコックコッコッックコッックコッックコッックコッックコッックコッックックコッックコッックコッックコッックックコッックコッックコックコッックコッックコッックコッックコッッコッックコッックコッックコッックコックックコッックコッッックク ックククッ トンポートンポトンポトンポトンポトンポトンポートンポトンポトンポートンポーンポートンポートンポトンポポポートンポートンポトンポトンポンポートンポートンポト ポーポートンポトンポートンポポトンポトンポトンポトンポトンポトンポポーポトンポポポポポポト ポポポ チ（どチ（どちチチ（どチ（どちチ ち（どちちどち（どちどチ（どチ（どチ（ど（どチ（ど（どち（ど（どチ（どどち（どチ（どチ（ど（チチ（ど（どち（ど（どちチ（どちチ（どどちチ（どち（（（ ちち（チ（どちチ（どち（ど（（どちちどちらか１色）（非売品）

チューブタイプのコスメは、絞りき
の中に少し残ってしまいがち。余
最後まで使うには、この手軽なチ
をぜひ活用して。
チューブスクイーザー（チューブ絞
¥４８０+税 ★

最後の最後まで使えてる？
手軽なチューブ絞り

ドライヤーなどのヒートダメージから
髪を守りつつ、髪を補修する洗い流
さないトリートメント。保湿して髪の
パサつきをおさえ、スタイリングしや
すい状態に。1日中続く春らしい花の
香りは、すれ違う人 を々惹きつけそう！
2chic ラグジュリアス
ヘアスタイリングクリーム
１１８mL／¥２,６００+税 ★

ローズとサクラが香る
アウトバストリートメント

3.3 (Thu)発売

肌にうるおいと明るさ* をもたらすムーンライ
トシリーズから、日本人女性の肌を考えて
開発された、フェイスクリームが誕生。朝は
「守るケア」、夜は「集中ケア」で、くすんだ
肌もみずみずしい透明感あふれる肌に*。
*保湿効果による

ムーンライト フェイスクリーム
７mL／¥８００+税 
５０mL／¥５,８００+税 ★

朝晩のWケアで
月明かりのように輝く肌へ

3.23 (Wed)発売

3.23 (Wed)発売

2.15 (Mon)発売

2.15 (Mon)発売

3.3 (Thu)発売
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きれず容器
余すことなく
チューブ絞り

絞り）

世界中で愛される
全身高保湿クリームセット
乾燥トラブルから肌を守る全身用高保湿ク
リーム『スキンフード』に、ボディウォッシュ２
種がついたお得なコスメキッチン限定セット。
世界中で愛され続ける『スキンフード』を、お
得なこの機会に試してみて！

スキンフードセット
Cosme Kitchen Limited
¥１,６００+税 ★
【セット内容】アルニカ スポーツシャワージェル 
２０mL／スキンフード ３０mL／ざくろ クリーミー
ボディウォッシュ ２０mL

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定商品

コスメキッチン
限定商品

コスメキッチン
限定商品
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3.23 (Wed)発売

コスメキッチン
限定ブランド

コスメキッチン
限定ブランド



キャンプやピクニックなどのとき、おすすめの
ボディ用スプレー。気分をリフレッシュする
香りで、蒸し暑い日のボディーをさわやかに
整えるスプレーとしても役立ちます。ウチワサ
ボテン由来成分*で、肌ケア効果も。
*オプンチアフィクスインジカ果実エキス（保湿成分）

SURF'S UP
ナチュラル ボディガード＆
リフレッシュスプレー
５０mL／ ¥９８０+税 ★
１２０mL／ ¥１,８００+税 ★

アウトドアの強い味方
ガード＆ボディスプレー

１. エブリディ ナチュラルサンスクリーン
　 ２９.６ｍL ¥９２５+税★／１００ｍL ¥２,７５０+税★／１７７ｍLスプレー ¥４,６００+税★
２. スポーツ ナチュラルサンスクリーン
　 ２９.６ｍL ¥９２５+税★／１００ｍL ¥２,７５０+税★／１７７ｍLスプレー ¥４,６００+税★
３. キッズ ナチュラルサンスクリーン
　 ２９.６ｍL ¥９２５+税★／１００ｍL ¥２,７５０+税★／１７７ｍLスプレー ¥４,６００+税★
４. ベビー ナチュラルサンスクリーン １００ｍL ¥３,０００+税★

汗ばむ季節、朝一塗りしておくと安心。やわら
かいパウダリーな香りが、気になるニオイを香り
でカバーして健やかな肌をキープ。スティックタ
イプだからどこでも塗りやすく、効果が長続きし
ます。

エチケットスティック 全３種
スプリングフレッシュ／グリーンメドウ／
ホワイトフローラル
7０g／ 各¥１,３８０+税 ★

ハーブの快適な香りで
気になるニオイを1日中ケア

ユーカリなどの精油を配合した、エアリフレッ
シャ―です。天然エッセンシャルオイルの香りが
広がり、気になるお部屋の空気も爽やかに。夜
寝る前のリラックスタイムにもおすすめです。

ユーカリスプレー　３０mL／ ¥２,６００+税 ★

ユーカリの香りで
お部屋の空気をリフレッシュ

１～２回スプレーして揉み込むように馴染ませ
るだけで、手肌を健やかに整えます。アウトド
ア時のランチタイムも、これで安心。お子さま
でも上手にハンドリフレッシュできそう。

ハンドサニタイザースプレー（ラベンダー）
１０mL／ ¥５２０+税 ★
６０mL／ ¥１,３００+税 ★

シュッシュとスプレーして
食事前も安心

SPF３２ PA+++ でしっかり紫外線をカット
しつつ、オーガニック植物成分で肌をしっとり
滑らかに保ちます。スヌーピーのかわいさに
加え、フレッシュな柑橘系の香りは、UVケア
を楽しませてくれそう。

SURF'S UP
ナチュラル UV プロテクトクリーム
７０g／ ¥２,０００+税 ★

UVケアで気分が上がる
心地よい柑橘系の香り

ウォータープルーフなのに、白くなりにくく石
けんで落とせます。汗かきさん、海好きの方は、
こちらを選んで。爽やかなグレープフルーツの
香りで、気分もハッピーに！SPF３２ PA+++
で、しっかり紫外線から肌を守ります。

SURF'S UP
ナチュラル UV プロテクトクリーム 
ウォータープルーフ
７０g／ ¥２,０００+税 ★

汗かきでも海でも安心
ウォータープルーフUV　

より快適なアウトドアを求めるなら、こちら
はマスト！SPF３２ PA+++ で紫外線を
きちんとカットするのはもちろん、虫が嫌
がるとされる天然精油を配合。やさしい
香りなので、日常使いにもおすすめです。

SURF'S UP
ナチュラル UV ボディガードクリーム
７０g／ ¥２,０００+税 ★

虫が嫌がる香り配合で
アウトドアも快適に
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ネイチャーズゲート

イーオー

マルティナ

ゴッデスガーデン

ヴェレダ

外出時こそ、衛生面には気をつけたいもの。水の
ない場所でも、サッと手にすり込むだけでハンドリフ
レッシュと保湿が同時にできるので、お出かけ時は
バッグに入れておくと安心。爽やかなラベンダーの
香りで気分もリフレッシュ。

ハンドサニタイザージェル（ラベンダー）
５９mL／ ¥１,０００+税 ★
２３６mL／ ¥２,１００+税 ★

水は不要！刷り込むだけで
手肌が清潔に

SPF３０ウォーターレジスタンス持続時間 *を強化
し、なめらかに伸びるシアーなテクスチャーに
仕上げました。 ココナッツオイル、アロエ、グリーン
ティなどの植物成分が肌に潤いを与え、しっとりと
やわらかく 整えます。また、ミネラルパウダーの
白さが表に出にくく、自然な肌色を演出します。無香料。
＊汗や水（プールなど）に耐える時間（目安４０分）

心地よく肌がうるおう
全身用UVカット

プロポリス *をたっぷり配合した保湿クリーム
です。プロポリス*には、ビタミンやミネラルな
どが豊富。乾燥やキメが乱れた肌も、こっくりし
たクリームが肌に馴染んで保湿ケアします。
肌コンディションが整って、しっとり滑らかに。
＊ミツバチが生成する天然成分（保湿成分）

プロテクトクリーム
１５mL／ ¥２,０００+税 ★

プロポリス＊配合
ゆらぎ肌を整える
保湿クリーム

〈コスメキッチン限定商品〉

2. 3.1. 4.

ネイチャーズゲート

子どもから大人まで、幅広く愛されているスヌーピーと仲間たち。
春夏の大人気アイテム『SURF'S UP PEANUTS』のUV対策シリーズでは、
今年も日焼けスヌーピーが私たちを和ませてくれます。
思わず人に見せたくなるかわいいパッケージで、毎日のUVケアが楽しくなりそう！

「サーフズアップピーナッツ」から
春のニューアイテムが登場！

UV対策

虫除け UV対策

UV対策

UV対策

エア
リフレッシャー

香り
グッズ

保湿

衛生
グッズ

衛生
グッズ

虫除け

リ

3.1(Tue)先行発売

2.15(Mon)～
コスメキッチン限定発売

※★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。

3 月上旬発売予定



古くから世界の美女たちの美貌を支えてきたバラ。
女性力を上げる香り成分を含むといわれ、現代でも美意識の高い女性たちが

コスメからバラの力を取り入れています。
バラの力を味方につけるには、本物のバラを使ったコスメを選ぶこと。
信頼できるバラアイテムが揃うコスメキッチンに、ぜひ足を運んで。

美容業界で話題になっているフラワーエッセンス。
ドリンクに数滴垂らして飲む、内側からの女子力
アップ法です。女性の魅力をサポートするダマス
クローズウォーター、ラズベリー濃縮果汁などと、
11 種類のフラワーエッセンスを配合した、コスメ
キッチンオリジナルブレンド。
ファシネーション プレミアム
３０mL／¥４,８００+税 ★

コップに数滴で女子力UP
話題のフラワーエッセンス

リア産ダマスクローズ蒸留水１００％の、
のローズウォーター * がスプレータイプ
細かいミストで肌により馴染みやすくなり

ました。プレ化粧水として、クレンジングの
仕上げ、日中のリフレッシュにも使えて便利です。
＊ダマスクバラ花水（保湿成分）

AW　ローズウォーター
１００mL／¥３,２００+税 ★

人気のローズウォーター *が　
便利なミストタイプに

肌をうるおいで満たして明るいトーンに整えてくれ
るローション。従来品よりもみずみずしいテクス
チャーなのに、よりしっとり滑らかな肌に仕上がり
ます。目を閉じて香りを楽しみながら、角層まで浸
透させて。
＊ダマスクバラ花水（保湿成分） 

AW　プレシャスローション
１００mL／¥３,４００+税 ★

これまで以上に肌しっとり！
ローズウォーター*が
増量されてリニューアル

ローズウォーター*１が増量されたことで、
洗い上がりのくすみ抜けをさらに実感
できます。従来品よりもふんわり優しい
泡になり、よりキメ細やかに洗えるように
なりました。冬のあいだにくすんだ肌を、
ローズの力ですっきり明るく*２整えて。
＊１ ダマスクバラ花水（保湿成分）　＊２ 洗浄による

AW　ピュアムース
１００mL／¥３,２００+税 ★

待望のリニューアル！
洗顔後の肌に明るさON

コーン由来の成分で、洗浄力がアップ。より
リッチなテクスチャーで、しっかりメイクもソフ
トに落とせるようになりました。乾燥肌・敏感
肌の方はメイクと馴染ませた後、ローズ
ウォーターをたっぷり染み込ませたコットンで
優しく拭き取って。
AW　ピュアクレンジング
１５０mL／¥３,５００+税 ★

よりリッチなテクスチャーで　
優しい洗い上がり

アロエベラ*を増量し、さらにみずみずしい
うるおいが持続するようになりました。
肌馴染みもよくなり、お手入れの心地よさ
もアップ！肌を引き上げるように馴染ませ
ると、ピンとハリのある輝く肌に整います。
＊アロエベラ液汁末（保湿成分）

AW　デイクリーム
５０mL／¥５,５００+税 ★

アロエベラUP！
さらにみずみずしく輝く肌へ

ローズヒップ *２などの抗酸化成分を豊富に含むオ
イルと、肌に弾力をもたらす *３イモーテル*４の精油
をブレンドし、ジェムストーンでパワーを与えたエイ
ジングケアオイル。つけた瞬間に肌がなめらかにな
り、毛穴や弾力の低下、しつこい乾燥をケアします。
＊１ 年齢に応じたケア ＊２  ローズヒップ油（保湿成分）
＊３ 保湿効果による 　＊４ イモーテル花油（保湿成分）

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

パワーを秘めた
エイジングケアオイル*1で
うるおいと弾力を

水分も油分も不足している乾いた肌に。
ダマスクバラエキスやハマメリス水が肌の
キメを整え、なめらかな肌に導きます。心
までうるおうフレッシュなローズの香り。
WELEDA　ワイルドローズ ボディミルク
２００mL／¥２,６００+税 ★

ハリ＆うるおい不足を感じたら
ワイルドローズボディミルクが
おすすめ！

シゲタ

ヴェレダ

女 性 力をアップする魅 惑の バラアイテムたち

ディーティーダブリュー・フラワーエッセンス

フラワーエッセンスとは
フラワーエッセンスとは、アロマ・ハーブと同様に植物
療法の一つのカテゴリーで、気分・感情・性格などの
メンタル面に働きかけると言われています。その起源は
古代エジプト時代までにさかのぼり、心身の健康の為
に花についた朝露を集めて飲用していたことに始まり
ます。フラワーエッセンスは朝露そのものを再現する
ために、花の持つエネルギーを水に転写して作られた
飲むエッセンスです。DTWフラワーエッセンスは、カナダ
でホリスティッククリニックやハーブファームなどを営む
医師 Dr. テリー・ウィラードが治療の補助に開発・使用
していたものを日本人向けにセレクト・ブレンドした日本
人のためのフラワーエッセンスです。

試してみました！
スタッフの声

毎日の笑顔に欠かせないフラワー
エッセンスです。仕事と子育てと妻
という日々の役割はやりがいが大きい
分、ときに無理をしたり、うまくこなせ
なくて悲しくなったりします。上品で
甘いお花のエネルギーは取り入れる
たびに表情が軽くなるのでどの役割
の時でもキラキラできる気がしていま
す。いつも明るいママや奥さんでいた
いものです。

Cosme Kitchen バイヤー
中條 直子

DTW ファシネーションプレミアムを飲
んでから、とにかく「女性らしいもの」
に目がいくようになりました。例えば新
しい口紅が欲しくなる、ファンデーション
を変えてみたくなる、部屋にお花を飾ろ
うかな、と思いついたりなど…！他には、
「最近何か違うね」と周りの人からほめ
られたり。その時によって効果はさま
ざまですが楽しい事が増えるので効い
ているのを実感できます。

Cosme Kitchen PR
福本 敦子

お仕事に一生懸命になりすぎるばか
り、男性脳に傾きがちな私をしっかり
戻してくれる魔法のアイテム。気付け
ばネガティブな気持ちも忘れさせて
くれるので、働く女性として、毎日を
楽しく導いてくれます。ローズとリリー
の効果で、内側から溢れ出そうに
なる女性らしさに自分でもウットリ、
至福な時間を過ごせます。

Cosme Kitchen
横浜ららぽーと 店長 
市川 彩夏

飲み始めてからすぐに実感したのは、
引き寄せパワーが上がった事！女性男
性関係なく、会う人会う人と会話が
盛り上がるような感じです。いつも心
が穏やかで楽しくいられるから、結果
的に良いご縁を引き寄せてくれるんで
す。自分の魅力を引き出して目の前の
お相手と良い関係を作れるので、
婚活だけじゃなく就活や営業職、接客
業の方にもオススメ！

BIOPLE tokyo by 
cosmekitchen
店長　中村 美紗世

4.15(Fri)発売

2.23(Tue)発売

2.23(Tue)発売

2.23(Tue)発売

2.23(Tue)発売

SHIGETA主宰 CHICO SHIGETA
香り高いローズで

本当の意味で「女性を美しくすること」をミッションとしてい
るSHIGETAでは、グリーンテクノロジーを駆使した、地球
と環境に優しい成分のリサーチと、肌に結果の現れる化
粧品の研究と開発を行っています。でもそのサイエンスと
同じくらい女性を美しくするのに欠かせない要素は「ときめ
く気持ち」。このアガる気持が女性度を一気に高めて、女
性の魅力を引き出してくれます。だから肌への効能だけで
なく、瞬時に気分がアガる（ことを私が実感した）ブルガ
リアの香り高いオーガニックローズをたっぷりと使用しまし

た。今回のリニューアルでは、日々 のグリーンテクノロジーの研究成果で、肌にさらにやさしく、
効果的でそして気持ちの良い製品になっています。

女

ブルガリ
人気の
に。細
た

人気の
便利な

ズで魅力を高めて

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。

コスメキッチン
限定商品



溶媒として多く用いられるトルエン、
ホルムアルデヒド、フタル酸ジエチル、
合成カンファーなどを使用せず、ナチュ
ラル素材を使ったネイルポリッシュ。
シアーなコーラルは手肌の色を選ばず、
春のファッションにもよく合います。

春色もおしゃれ
ファッショニスタも満足の
自然派ネイル　

Kure BAZAAR　ライチ
¥２,３００+税 ★

５種類の植物由来成分でエイジングケア *しなが
ら、凹凸や色むらをキレイにカバーするミネラルファ
ンデ。シルクのように柔らかでしっとりしたつけ心
地で、重ねづけしても厚塗りになりません。化粧
崩れしにくく、透明感が夕方まで持続します。
＊年齢に応じたケア

重ねづけしても美肌
エイジングケア*ファンデ

水を一切使用せず、ココナッツオイル*を２６％
も配合した高保湿ファンデーションです。うる
おいを与えて、ツヤ肌をキープ。軽いつけ心
地ながらも毛穴や赤みを瞬時に隠し、コン
シーラーとしても使えるカバー力を誇ります。
＊ヤシ油（保湿成分）

ココナッツでうるおう
コンシーラー要らずのファンデ

rms beauty
アンカバーアップ
全２色
¥４,８００+税 ★

alima PURE
シルキープレスドファンデーション
全４色
¥５,４００+税 ★

自然由来成分でうるおいを与えて唇をい
たわってくれる、シアーな質感のリップス
ティック。赤みのあるベージュは、春メイ
クの決め手に。カサつきがちな唇にもな
めらかに伸び、上品に仕上げます。

唇をいたわりながら
赤みのあるベージュで
女度を上げる

naturaglacé
ルージュドロップ BE3
¥３,２００+税 ★

ミネラルパウダーを植物美容液で固めて作り上げたプレスト
チーク。紫外線が当たりやすいチークラインをケアしながら、上
品なツヤ肌に仕上げます。コーラルは血色をよく見せてハッピー
オーラをまとえるので、おすすめ。

肌色を明るくするコーラルは春のマストカラー

MiMC
ビオモイスチュアチーク
０１ セレモニー
¥３,８００+税 

日焼け止め、保湿美容液、化粧下地、
ライトファンデーションの４役を担うメイク
アップクリーム。ナチュラルに毛穴やくす
みをカバーし、ツヤのある明るい肌に整
えます。パパッと手でなじませれば３０秒
で仕上がるので、時短派にもおすすめ。

高リピート率！
自然に美肌に見せる
メイククリーム

オーガニック植物由来成分でデリケート
な目元をケアしながら、くすみがちなまぶた
の色を補整。アイカラーの発色と色もちが
よくなり、より美しく輝く目元に。

まぶたをケアしながら
アイカラーの発色・色もちUP

nａｔｕｒａｇｌａｃé
アイベース キャラメル
¥２,６００+税 ★

nａｔｕｒａｇｌａｃé
メイクアップ クリーム CB
２５mL
¥２,８００+税 ★

マスカラにまつげケア効果 * がある
ことは、もはや必須条件。さらに
長さとボリュームのどちらも妥協し
ないこのマスカラは、納得のアイ
テムです。左右にジグザグ動かして、
理想のまつげに仕上げて。
＊保湿による

まつげケア効果は必須
仕上がりも妥協しないで

alima PURE
ナチュラル デフィニション マスカラ
ブラック
¥３,５００+税 ★

長い冬が終わり、春はもうすぐそこまで来ています。
メイクも明るく春仕様にチェンジ。
ツヤツヤと輝くベースメイクに似合う淡く優しいグリーンゴールドのアイシャドウと
POPで華やかなピンクリップで笑顔が似合うスプリングメイクアップを楽しみましょう。

201６春のメイク提案

ヘルシーにはじける、大人のスプリングメイク！

幸福感とエネルギーが
表情から溢れ出ているようなフェイスに

▶気になるHOW TOは次のページで！

アメリカ及びヨーロッパ各国で VOGUE をはじめ数 の々ファッション誌
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。

2

1

4

［ポイント］ ①マスカラは黒目の上下に２度
塗りしてボリュームを出すとぱっちりと生き
いきとした印象的の目元になります! 
②目頭のくの字ハイライトは健康的で若々
しく見える魔法のハイライト。ただし強調
しすぎない様に注意！

［ポイント］ チークカラーはべた塗りして平面顔にならないよう２回
に分けて、付け色の濃淡を作って素敵な立体顏を目指しましょう！

テクニックが必要だと感じるアイラインも、くりだし式の
芯にぼかしチップ付きのこのアイライナーなら思いのま
ま。ブラウンのアイラインで、柔らかく上品な印象に。

ぼかしチップつきで
アイラインが思いのまま

MiMC
ミネラルアイライナー０２ ブラウン
¥２,８００+税

1. 大きめのブラシにチークを取り、ブラシ
　全体に良くなじませた後ほほ骨に
　沿って横長にフワッといれる。
2. ブラシの毛足を短くするようにしてブラシ
　の中程を持ち、ポンポンとおくようにし
　てほほの中心に色の濃い部分を作り
　立体感を出す。

＜付け方＞

全体にのせたら
中央にもう一度重ねる

頬の
高い位置に
楕円に

ント］①マスカラは黒目の上下に

色の境は
ブレンド

２度塗り

くの字

リッチなブロンズカラーは、多くの
アイカラーと相性抜群！煌めく微粒
子が目元を華やかに見せ、重たく
なりません。カーキ色も輝く微粒
子が入っていることで、目元を華
やかに魅せることができます。

光り輝く微粒子が
春の華やかさを演出

alima PURE
上）ルミナスシマーアイシャドウ 
      マルティニーク
下）パールラスターアイシャドウ
      アトランティス
各¥２,２００+税 ★

3

［ポイント］ リップバームをたっぷり塗ってリップをうるおした後に、リップ
カラーを指先でポンポンとおくとうるうると滲んだような質感が出てナチュ
ラルでフレッシュな印象に！

1. ブラシを使ってリップバームを全体
にたっぷりとなじませる。

2. 薬指に直接ルージュを取り、リップ
全体にポンポンと指先でおくようにして
塗り、中央部分にのみもう一度重ねる。

3.  再度リップバームを指先に取り中
央部分に重ねる。

＜付け方＞

＜付け方＞

1. ①をまぶたの上にぬり、②をまつ毛の合間
　を埋める様に目頭から目尻に向かって引く。

2. ③マルティニーク（写真上）を細めのブラシ 
　を使って１で描いた上まぶたのアイライナー
　の上にやや太めに重ね、下まぶたの１／３
　程度にもふんわりと入れる。

3.③アトランティス（写真下）を柔らかい
　ブラシを使って２との境目をぼかすように  
　してアイホール全体にかけ、同様に目頭
　のくの字部分にも細いブラシ又はチップを
　使って入れる。

4. ビューラーでまつ毛を上げた後、④を
　根元から上下全体にしっかりとつけて、
　最後にブラシを縦にして上下中心部分に
　２度塗りする。

14 15※★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。



コスメキッチン
先行発売

2.22(Mon)
コスメキッチン
先行発売

2.15(Mon)～
コスメキッチン
先行発売

春は明るい気持ちになる反面、あたたかくなるにつれて開く毛穴、冬明けの肌のゴワつきで悩みがち。
肌が敏感に傾き、トラブル続きになる方もいるでしょう。せっかくの出会いの季節、はじまりの時にブルーになってしまっては残念。

おすすめアイテムで肌ケア＆メイクして、春を思いっきりハッピーに過ごして！

インナーケアデビューにも！
全種類試せるセット
「そろそろ内側からもケアしたい」「まずは味を知り
たい」方に、『密』を全種類試せるトライアルセット
が登場。おすすめしたい方へのギフトにも最適です。

密－ｈｉｓｏｃａ－ スティック トライアル ５袋
１５mL×５袋／¥１,０００+税 ★

ザクロと１５種のハーブで
大人の女子力を底上げ
女性にうれしいザクロをベースに、１５種の
ハーブを配合。ほんのり甘く爽やかな酸味の
あるドリンクだから、おいしくインナーケアがで
きます。年齢や女性らしさが気になる方に。

密 －ｈｉｓｏｃａ－ 柘榴
４９０mL／¥５,0００+税 ★

女性のお悩みに
真っ赤な果実
女性の味方・クランベリーと１１種のハーブ
を組み合わせた、甘酸っぱくフルーティー
なドリンク。夕方になると足が重たくなってし
まう方も、飲んでスッキリ軽やかに！

密 －ｈｉｓｏｃａ－ 蔓苔桃　
４９０mL／¥５,0００+税 ★

人気のクレンジングリキッドのビッグボトルが、お客さまの
声にお応えして再登場！通常サイズの２倍の量が入ったお
得なアイテムです。数量限定なので、お求めはお早めに。
do organic　クレンジングリキッドビッグボトル
２４０mL／ ¥３,８００+税 ★

クレンジングの定番が
お得なビックボトルに

トレンドカラーで
爽やかで印象的な目元に
明るく爽やかな目元に仕上げ、アサイー *1
やローズヒップ *２などのオイルでエイジング
ケア*３も。
＊１ アサイヤシ果実油（保湿成分）　＊２ ローズヒップ油
（保湿成分）　＊３ 年齢に応じた化粧品によるケア

MiMC　ビオモイスチュアシャドー
（（左）１６ノースショア／（右）１７マジックアワー）
各¥３,８００+税

乾燥してゴワついている肌に、スッと馴染んで
柔らかに整えてくれるボラージ種子油*など配合
したオイル。軽やかなテクスチャーなので、オイ
ル初心者にも試してほしいアイテム。べたつかな
いので、メイク前にも春夏でも使えます。
＊ルリジサ種子油（保湿成分）

do organic
トリートメントオイルスムージング
１８mL／ ¥４,５００+税 ★

濃密で軽やかなオイルが
ごわつく乾燥肌をケア

滑らかに伸び、つるんとした肌に仕上げるスキ
ンケアファンデーション。くすみや毛穴をカバー
しつつ、自然な仕上がりです。セミマットな質
感が好きな方、メイクアップクリームやファン
デーション ピュレよりもカバー力が欲しい方に。

naturaglacé
ファンデーショントルテN  全６種
９g／ ¥４,２００+税 ★

待望のリニューアル！
つけたての美しさが持続

UVカットもできる
肌色を選ばないカラーリップ
SPF２０、PA++ で紫外線をカットしつつ、植物
オイルで乾燥による唇荒れを防いでくれる色
つきリップ。誰にでも似合うナチュラルカラー
で、自然に唇を美しく演出します。

MiMC　ミネラルカラーリップ 
（（上）０１サンセットコーラル／（下）０２ピンクグロウ）
２.３g／各¥３,５００+税

世界初、エコサート認証を取得したオー
ガニックまつげ美容液。デリケートな目元
に安心して使えるのはもちろん、本気で
ケアしたい方も満足できるアイテムです。
LASHFOOD アイラッシュセラム
３mL／¥９,８００+税 ★
※2／１５（月）より上記の価格に変更となります。

本気でまつげケアしたいなら
実力派の美容液を

美容液としても使われるローズヒップオイル*など
の植物由来成分をたっぷり配合。付属のオーガ
ニックコットンタオルで頑固なメイク汚れもすっ
きり包みこみ、肌をしっとり洗い上げます。スキン
ケア力のあるクレンジングです。
＊ローズヒップ油（保湿成分）

trilogy　クレンジング バーム
８０mL／ ¥４,６００+税★

濃厚植物オイルで
スキンケアしながらメイクオフ

植物オイルが、デリケートで乾きやすい唇をケア。
溶け込むように馴染み、つるんとライトな仕上が
りに。アプリコット色はイノセントな印象を与え、リッ
プスティックに重ね付けしても邪魔をしません。
naturaglacé　リップオイル　全３種
１２mL／各¥２,３００+税 ★

素の唇まで美し
イノセントな口元に

まるで肌の一部のように
溶け込むチーク
ほんのりやさしいピーチカラーと透明感のあ
るブロンズカラーのチーク。植物オイルで
チークラインのスキンケアもできる優れもの。
MiMC　ビオモイスチュアチーク
（（左）０５ジョイ／（右）０６グローリー）
６.２g／各¥３,８００+税

THE ORGANIC LIFE
¥１,５００+税 ★

昨年発行した「THE ORGANIC LIFE Interviews」の第２弾
が登場！オーガニックコスメブランドの発祥の土地も多いヨーロッパ
の各国で活躍する人たちにとっての、『オーガニックライフとは』
をまとめたコスメキッチン監修の渾身の一冊。思わず旅に出かけて
しまいたくなるようなパリ、ロンドンのおすすめスポットも紹介
しています。さらに、本書に使用されている紙はコスメキッチン
の愛称 “コスキチ” の名が付いた地球環境に配慮し化学薬品
を使わない「COSKICHI PAPER」を採用しています。

ヨーロッパ圏で活躍する25名の
インタビューをまとめた
ドキュメンタリーマガジン

BOOKS

アマールカベビーライン
¥1,7００+税 ～¥４,８００+税 ★

「大切な家族のために…産まれたての赤ちゃんが使えるものを。」
をコンセプトに、天然由来成分にこだわるブランド・ウェリナから、
チェコのアニメ、妖精アマールカとコラボした “アマールカベビー
ライン" が登場。新生児から使えるすべてのアイテムにミネラル
を豊富に含むハワイアン海洋深層水を使用し、敏感な赤ちゃん
とママのお肌をしっとりなめらかに導きます。

WELINAとアマールカのコラボAA
によるベビーラインが新発売！

NEW SERIES

ハーブを長年研究してきた製薬会社が伝統的
なハーブと日本人になじみの深い東洋ハーブ
（和漢植物）を融合させ開発した本格美容
サポート飲料。忙しい現代の毎日の美容と
健康のために安心して簡単に、美味しく飲み
続けられるよう味にもこだわりました。お悩み
に合わせた５つの種類。まずは全種類を手軽
に試せるスティックタイプのトライアルから始
めるのがおすすめ。

飲んでキレイをサポート！
蜜 ーhisocaー で始める
インナーケア

INNER CARE

税 ★

コスキチペーパー使用
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コスメキッチンスタッフがイタリアへ！
オーガニックなクレイプロダクト「アルジタル」の開発者フェラーロ博士にインタビュー！
「シチリア」という土地だからこそ、生まれる「アルジタル」の秘密を訪ねてきました！

Q1.  なぜ、シチリアという土地に工場を構えているのですか？
私たちは２つの理由からシチリアで商品を作っています。1 つ目はシチリア
にはクレイの採掘場があること、２つ目はシチリアのクレイは世界の中でも
特徴があるクレイだからです。なぜシチリアなのか？それは、シチリアは四
面体という地形的な特徴のおかげで、生命力にあふれていて、それ故に
グリーンクレイも同じように生命力にあふれています。

Q2.  アルジタルのロゴの意味について教えてください
アルジタルの世界はArgilla（クレイ）、Tartaruga（カメ）、Longevità( 長寿 )
によって構成されています。私たちがカメを選んだのは、それ（カメ）は動
物におけるクレイのイメージであり、多くの自然災害に耐えることができるよ
うに強くて硬く、一方でその中身はやわらかくて長生きすることが理由です
（場合によっては数百年も生きることが出来ます）。同じようにクレイの外見
は硬く見えますが、生命力に富んでいます。

Q3.  博士にとって「クレイ」とは？
それは神聖な贈り物です。

Q4.  製品を作る上で最も大切にしている事は何ですか？
最も大切にしていることは、人間・地球にとって絶対的に安全でかつ効果
のある化粧品をつくることです。

Q5.  博士にとって「健康」とは？
私の考えでは “健康”とは物質世界における私達の生活と、精神的な世
界における私達の生活の間における良い関係のことで、それは正しいバラ
ンスを見つけるということを意味しています。

Q6.  アルジタルの製品で一番好きな物はありますか？
全てです。

Q7.  アルジタルのブランドに隠された秘密などはありますか？
誠実な考えと感覚はアルジタルで培っている２つの大きな価値です。

Q8.  .  最後に、日本のファンに向けてメッセージをお願いします
仕事はただ出会うためのきっかけに過ぎず、本当に大切でずっと続けていく
ことは、私たちの生活の質を上げるために価値観を交換していくことです。

SICILY

イタリア・シチリアのミネラルを豊富に含んだグリーン
クレイに、オーガニック植物成分を配合した使い
やすいペーストタイプ。うるおうのに毛穴すっきり、
黒ずみ＊・くすみ＊までしっかり取り除きます。洗い上
がりはしっとりもちもち、ワントーン明るい透明肌に。
スーッと清涼ハーブの香り。
＊古い角質や汚れによるもの

ARGITAL　グリーンクレイペースト
２０mL／¥３００+税 ★
５０mL／¥９００+税 ★
２５０mL／¥３,６００+税 ★

潤いと弾力不足の肌
黒ずみ・くすみを取り除き
明るい透明肌へ

海洋性ミネラルを含んだうるおうグリーンクレイ
に浄化作用の高いニアウリ精油＊などの植物成
分を配合。ムレやすくかぶれやすいデリケート
ゾーンの肌本来が持つ自浄作用を守りながら
ニオイやトラブルの原因をやさしく洗い流します。
＊メラレウカビリジフロラ葉油（保湿）

ARGITAL　デリケートハイジーンソープ
２５０mL／¥２,６００+税 ★

ニオイやかゆみなどの
トラブルの原因を
やさしく洗い流す

長時間パソコンや携帯電話の使用などで
凝り固まった頭皮は、汚れや余分な皮脂、
いらないものが溜まりやすい状態に。吸着・
吸収性にすぐれ、活性酸素と結びつきやすい
２価の鉄イオンを豊富に含むグリーンクレイ
が頭部に蓄積しやすいいらないものをしっ
かり取り除き、「植物成分のヴェール」が
外的刺激から頭皮と髪を守ります。
ARGITAL　ピュリファイングシャンプー
２５０mL／¥２,７００+税 ★

頭皮や髪に溜まりやすい
汚れ・皮脂・いらないものを
取り除く

グリーンクレイが口内の汚れをすみずみまで
吸着。浄化作用に優れる銀水と、タンパク
質分解酵素を含むパイナップルエキスなど
の口内美化を考えて厳選した植物成分を
配合。舌苔でべたつく口内をリフレッシュして
ツルツル感が続きます。ブラッシングによる
歯磨きが出来ないときの口腔ケアに。
ARGITAL　オーラルハイジーンウォッシュ
１００mL／¥３,２００+税 ★

口内浄化＆口臭予防の
ために歯と歯ぐきを
すっきり清潔に

肌を保護するグリーンクレイに、肌荒れ予防に
効果的と言われるエキナセアエキス＊などを
配合。保湿ケアだけでは解決できない、乾燥
による深刻な肌悩み・繰り返すトラブルをしっかり
防いで自信の素肌へ。心を静めて落ち着かせ
るようなスーッとクリアな香り。
＊ムラサキバレンギクエキス（保湿）

ARGITAL　インテンシブ エキナセアクリーム
７５mL／¥３,５００+税 ★

繰り返す肌トラブル
顔・全身の慢性的な肌荒れを
しっかり防ぐ
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アルジタルのブランドに隠された秘密などはありますか？
誠実な考えと感覚はアルジタルで培っている２つの大きな価値です。

日本のファンに向けてメッセージをお願いします
仕事はただ出会うためのきっかけに過ぎず、本当に大切でずっと続けていく
ことは、私たちの生活の質を上げるために価値観を交換していくことです。

口内浄化＆口臭予防の
ために歯と歯ぐきを
すっきり清潔に

アルジタ
ル

この春の
新作アイ

テム

2.15 (Mon)発売 2.15 (Mon)発売

18 19※★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。



Tel:03-4336-8216 / OPEN 11:00～21:00渋谷モディ 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ1F

Tel:06-4860-6465 / OPEN 10:00～21:00ららぽーとEXPO CITY 大阪府吹田市千里万博公園 ららぽーとEXPO CITY 2F

福岡パルコ店  1F　3月18日（金）
仙台エスパル店  2F　3月18日（金）
NEWWoMan新宿店  M2F　3月25日（金）
アトレ恵比寿西館  2F　2016年春

ルミネ大宮1店  2F　3月3日（木）
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