
ABOUT

FLOWER ESSENCE
フラワーエッセンスとは

フラワーエッセンスは、植物や鉱物、自然環境のエ
ネルギーを水に写しとったもの。エネルギーにはそ
れぞれ性質があり、私たち人間の感情や精神のパ
ターンと呼応し、心のバランスの乱れを整える手
助けをしてくれます。エッセンシャルオイルやハー
ブ製品と違い、植物の抽出成分など物質的なもの
は含まれていません。

ABOUT

AURA-SOMA®

オーラソーマとは

オーラソーマは、色がその人の魂を映しだすとして、
数種のカラーシステムを使ってヒーリングを行う方
法です。代表的なのは、上下別々の（あるいは同じ）
カラーをしたイクイリブリアムボトル。選ぶ組み合
わせによって、心理状態や健康状態を診断し、未
来をサポートしていきます。

ABOUT

AYURVEDA
アーユルヴェーダとは

アーユルヴェーダは、「生命の科学」といわれるイン
ドの伝統医学。3500年前に生まれた、世界でも最
古の医学といわれます。病気の治療だけでなく、予
防、健康維持、長寿などの視点から、心と身体の繋
がりや医食同源を説いており、その知識はいずれ
も生活に根ざしたものです。

ABOUT

ORACLE CARDS
オラクルカードとは

オラクルカードは、天使や妖精、女神、ユニコーン
などからのメッセージを集めたカード。今自分が抱
えている悩みや疑問を問いかけながらカードをひ
くと、求めていた答えのヒントや気づきを受け取
ることができ、一歩踏み出す勇気をもらえるはず
です。リーディングを楽しむことが、人生をよりシ
ンプルで豊かなものにしてくれます。

営業時間：11:00～22:00
〒160-0006 東京都新宿区新宿4-1-6

NEWoMan SHINJUKU　M2F
TEL:03-6380-1448

コスメキッチン & ナチュロパシー
NEWoMan SHINJUKU

2016.3.25 fri  OPEN

http://cosmekitchen.jp

コスキチペーパー使用
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Botanical Essences
Make Your Life
Beautiful.
現代にこそ必要な、自然からの知恵。
自分らしく輝ける、
ナチュロパシーライフへようこそ。

めまぐるしい現代社会に生きる女性たちは、
限界を感じるまで頑張ってしまったり、
ずっと不調に気づけなかったり、
つい、周りと自分を比べて
焦り、苦しくなってしまったり…。
彼女たちが、つらさを感じるよりも前に、
相談できる身近な場所があったなら。
そんな想いで生まれたのが、
〈Cosme Kitchen & Naturopathy〉です。
多忙な日々のなかでも、内なる声に耳を傾け
あなたがいつも輝けるように。
フラワーエッセンスやフィトテラピーなど
自分を大切にするための
ユニークなヒーリングツールを揃え、
心身のウェルネスをサポートします。



PHOTO MEGUMI (DOUBLE ONE)

フラワーエッセンス
フラワーエッセンスは、植物や鉱物、自然環境のエネ
ルギーを水に写しとったもの。エネルギーにはそれぞ
れ性質があり、私たち人間の感情や精神のパターン
と呼応し、心のバランスの乱れを整える手助けをして
くれます。エッセンシャルオイルやハーブ製品と違い、
植物の抽出成分など物質的なものは含まれていません。
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植物の持っているバイブレーションが
スキンケアするように
日常の心をケアしてくれる

カナダの大自然がもたらす
花や海洋生物のピュアなエッセンスが
豊かさの実現をサポート

Left to Right

アバンダンス　スプレー ¥3,800+税
アバンダンス ¥3,200+税
ハートスピリット　スプレー ¥3,800+税
ハートスピリット ¥3,400+税

Left to Right

ファシネーション　プレミアム（コスメキッチン限定） 
¥4,800+税
フォーミュラ　エイジレスラスター ¥3,500+税

Pacific Essences
パシフィック・エッセンス

〈パシフィック・エッセンス〉は、カナダで最
初にフラワーエッセンスの体制を作り、世
界で初めて海の生物のエッセンスを生み
出した、サビーナ・ペティットによるブラン
ドです。エネルギーの経路といわれる「12の
経
けいらく
絡」や陰陽五行説といった東洋思想と、

エッセンスを結びつけているところが特徴
的。東洋医学の専門家であり、瞑想法や「奇
跡のコース」の講師でもある彼女は、「どの
ような状態が自分にとって幸せなのか」と
いうことに意識を合わせることを重視しま
す。そのゴールをサポートしていない経

けいらく
絡

をみつけ、そこに適したエッセンスを選ん
で摂ることで、自己実現をサポートするの
が〈パシフィック・エッセンス〉メソッドで
す。「アバンダンス」「ハートスピリット」「バ
ランサー」など、花や海洋生物のエッセン
スとスプレーが、きっとハートの扉を開い
てくれるでしょう。

Dr. TERRY 
WILLARD 
FLOWER 
ESSENCE
DTWフラワーエッセンス

〈DTWフラワーエッセンス〉は、カナダで30年以上の経験を
積んできた現役の医師、Dr. テリー・ウィラードが、現代人
の悩みに寄り添うために開発したモダンフラワーエッセン
スです。Dr. テリー・ウィラードは、フラワーエッセンスを早
くから診療に役立てていましたが、現代は人々が心に抱え
る問題が大きく変化したため、従来のエッセンスでは対処
しきれなくなり開発に踏み切りました。栽培、製造、臨床ま
でを医師が一手に行うフラワーエッセンスは唯一無二であ
り、現在も新たなフラワーエッセンスが開発され続けてい
ます。通称「モテエッセンス」として爆発的な人気となった「フ
ァシネーション」や、進化する美しさを応援する「エイジレ
スラスター」など、数種のフラワーエッセンスをブレンドした
日本人向けに特別に作られたフォーミュラのラインは、置
かれている状況に合わせて選びやすい目的別となっています。

5COSME KITCHEN & NaturopathyFLOWER ESSENCES



カリフォルニアの山麓、
ハーブの楽園で作られる
アルケミー発想の
フラワーエッセンス

エネルギーの磁場である
極寒地アラスカ産の
アーティスティックな
エッセンスたち

Left to Right

ヤロー環境フォーミュラ スプレー 30mL／¥3,600+税
ヤロー環境フォーミュラ 30mL／¥3,600+税
ハーバルフラワーオイル　マグワートムーンマジック 59mL／¥3,700+税

Left to Right

コーリング オール エンジェルズ ¥2,300+税
アニマルケア　スプレー ¥3,800+税

FES Quintessentials
FES クイントエッセンシャルズ

「世界を構成する要素はすべて繋がっていて、お互いに影
響し合い、発展、成長する相関関係にある」という錬金術
の理論にもとづく〈FES〉。リチャード・キャッツとパトリシ
ア・カミンスキー夫妻によって、カリフォルニア州シエラネ
バダ山脈のテラフローラで創設されました。チェルノブイ
リ原発事故の後に作られた「ヤロー環境フォーミュラ」を
はじめとするフラワーエッセンスは、世界55カ国以上で使
用されています。女性性を応援する月のエッセンスオイル
「マグワートムーンマジック」など、ボディケアアイテムも
充実。中世の医者・錬金術師パラケルススは「花のかたち
は自然界の理想であり、そのアーキタイプは人間の魂の中
にも表現されている」といいました。〈FES〉は、現代社会
で生きる人たちのために、この方法論をフラワーエッセン
スに発展させています。また、〈FES〉のフラワーエッセン
スは、バイオダイナミック農業の国際的な認証Demeterの
認定を受けています。

ALASKAN essences
アラスカンエッセンス

一年のほとんどを雪や凍土に覆われる、非常に厳しい気候
のアラスカ。この大地では、雪が降った後に凍土になり、溶
けて大河に流れていくという「大自然の浄化サイクル」が強
力に働いているため、クレンジングとトランスフォーメーショ
ンのエネルギーに満ち溢れています。たとえば、厳しい自然
環境の中でじっとエネルギーを蓄え、短期間に強力な太陽
光を集中して受け、たくましく一斉に開花するアラスカの花
々は非常に純粋でパワフルです。ここに着目したスティーブ
・ジョンソンは、1984年に〈アラスカンエッセンス〉を設立。
意識の変化をサポートするフラワーエッセンスのほか、ジェ
ム（鉱石）のエッセンスや、氷河やオーロラのエッセンスなど、
花だけでなく鉱石や環境から、現代人の「人生の旅」をサポ
ートするエッセンスを独創的に生み出しています。
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花々による
ポジティブなエネルギーが
潜在意識にコミットする
瞑想のような体験を

1 to 3

レスキューレメディ 
10mL／¥2,400+税
ワイルドローズ 
¥2,400+税
レスキューパステル オレンジ 
¥1,650+税

Bach Flower 
Remedy
バッチフラワーレメディ

〈バッチフラワーレメディ〉は、1936年にイ
ギリスの医師であり、細菌学者・病理学者
でもあったエドワード・バッチ博士により開
発された、フラワーエッセンスの先駆け的
存在です。バッチ博士は、さまざまな不調
の原因はマイナス感情と関係があることに
気付き、長年の研究の結果、人間の持つ感
情や性格のパターンを38種類に分類し、そ
れぞれの感情をサポートする38種類の花を
発見していきました。そこから太陽に当て
て波動を水に移す「太陽法」やエキスを煮
出す「煮沸法」を使ってエネルギーを凝縮
し、飲むことによりストレスやマイナス感
情のバランスが取れるようなエッセンスが
完成したのです。開発から70年以上経った
現在は、60カ国以上で販売されています。
エッセンスのほか、クリームやキャンディタ
イプなど、生活に取り入れやすいラインナ
ップが揃います。

オーストラリアのアボリジニたちは、常に花を使って感情的
なサポートを行ってきました。オーストラリアには世界最古か
つ最多の花があり、それらの花は非常に美しくたくましいの
が特徴です。また最古の大陸でもあるオーストラリアは、汚
染が少ないことに加え、太古からのエネルギーで満ちていま
す。現在、とてつもない新たな活気がこの国にあふれていま
す。5代続くハーバリストで、自然療法士でもあるイアン・ホ
ワイトによって、この新しい活気と太古からの土地のパワー
が組み合わさり、〈オーストラリアン・ブッシュフラワーエッセ
ンス〉が生まれました。その魅力は、なんといってもパワフル
で、変化を感じるのがとても速いこと。生きる道を明瞭にす
るサポートにとどまらず、勇気と強さ、目的達成や夢の実現
に必要なコミットメント（決意）を与えてくれるはずです。

AUSTRALIAN BUSH 
FLOWER ESSENCE
オーストラリアン・ブッシュフラワーエッセンス

「ネガディブからポジティブへ」
と心のバランスを整える
バッチ博士による
フラワーエッセンス

Left to Right

リレーションシップ ¥3,000+税
トラベル ¥3,000+税
スペース クリアリング スプレー ¥3,800+税

1 2

3
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ジャンルにとらわれず
自由な発想で
あらゆるところから
生み出されたエッセンス

北欧フィンランドの
白夜の森で
厳かに作られる
幻想的な花の結晶

Left to Right

イルカ ¥3,700+税
ピンクイルカ ¥3,700+税

Left to Right

エマージェンシードロップ 10mL／¥5,200+税
フォーゲットミーノット 10mL／¥4,300+税

PHI Essences
PHIエッセンス

〈PHIフラワーエッセンス〉の創始者、ドイツのアンドレアス
・コルテは、大学卒業後プロの植物研究者として学び、
1984年よりフラワーエッセンスの開発に着手しました。最
初はクラシック・フラワー（パッチ・フラワー）の再現からス
タートしましたが、1989年にはコロンビアのオーキッド、ア
フリカ・カナリア諸島の花、ヨーロッパの野生の花、バラ、サ
ボテン、きのこ、ジェム（鉱石）、海の生物、クロップ・サーク
ルなど、多岐に渡るエッセンスを次々に開発、発表し、世界
でも有数のエッセンスプロデューサーとして活躍していま
す。1991年に作られたイルカのエッセンスは特に人気が高
い逸品です。また、コルテは、花を摘まずにエッセンスを作
ることでも有名。従来の手法と決別し、晶洞石のボールを
使い、花に水を近づけることでエネルギーを移す方法を編
み出しました。

Frantsila
フランシラ

フィンランドで600年、同族で継承され続けてきた世界最
古の農園フランシラ。11代目当主のヴィルピ・コルミエが
農園のオーガニックハーブを使って化粧品を開発したのが
〈フランシラ〉ブランドのはじまりでした。独自の植物学セ
オリーにより、フィトテラピーやアロマテラピー、フラワーエ
ッセンス、ホメオパシーの考え方を複合的に取り入れ、心
と肌に働きかける製品を展開しています。フランシラの森
から得られるフラワーエッセンスは24種類。作るときは、ま
ず白夜の朝方に、身を清めてから森に入ります。花を見つ
けたら花ばさみで額の部分から丁寧に切り取り、森の湧き
水が入ったボウルにやさしく浮かべます。白夜の太陽が360

度ボウルに降り注ぐようにし、花のエネルギーを水のなか
に転写していきます。丸一日そのまま置いたら完成です。
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生まれてきた意味をやさしく紐解いて
自分の人生をよりよいものにしていく

Left to Right

ラブエリクサー 30mL／¥3,400+税
ファーストチャクラブレンド 30mL／¥3,400+税

POWER OF 
FLOWERS 
HEALING 
ESSENCES
パワー オブ フラワー ヒーリング エッセンス

〈パワー オブ フラワー ヒーリング エッセンス〉は、世界的に
人気の占星術師であり、インナーチャイルドカードやオラク
ルカードの著者でもあるイーシャ・ラーナーにより設立され
ました。イーシャは若いころカウアイ島の海辺で、紫色の光
によって植物のオーラが美しく輝くさまを見て、自然界の神
秘を体験しました。またルドルフ・シュタイナーやゲーテに魅
了され、人間、自然、神話の共創造関係に興味を持ってい
たのです。1970年代よりフラワーエッセンスの研究を続け、
ふさわしい花を求めて7年間に渡って探索の旅に出た結果、
オレゴン州カスケード山脈やハワイ諸島に咲く、自然環境
が汚染されていない野生の花たちに行き着きました。イーシ
ャの感性が活かされたアートワークや、オラクルカードやチ
ャクラと連動するワークも、このブランドの大きな魅力です。
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アロマスキンケア
アロマセラピー思想がベースとなるスキンケアは、肌と
心に至福と輝きを与えてくれるもの。肌のゆらぎを鋭
敏にキャッチし、本来の美しさへ向かわせてくれます。
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1 to 5

ラグジュアリービューティーバーム 
30g／¥8,900+税
フランキンセンス&パルマローザ　モイスチャークリーム 
50g／¥8,700+税
フランキンセンス&パルマローザ　フェイシャルオイル 
30mL／¥7,800+税
フランキンセンス&ローズ　トナー 
100mL／¥4,900+税
フランキンセンス&パルマローザ　クレンジングローション 
200mL／¥6,900+税

THE AROMATHERAPY 
COMPANY
アロマセラピーカンパニー

セラピストであり教育者、製品開発者でもあるルイーズ・カーターが、アロマ
セラピーの普及を目的に設立した、英国の〈アロマセラピーカンパニー〉。200

以上の製品を揃える本格アロマセラピーブランドが、コスメキッチンとタッグ
を組み、オリジナルスキンケアラインを完成させました。心身に美しさをもた
らす香りのフランキンセンスをベースに、幸せを運ぶスイートな香りのローズ
とパルマローザを組み合わせた、ルイーズ会心のアロマブレンドが楽しめます。
朝晩使えるクレンジングローション、リッチな保湿力の化粧水、輝く肌に整
えるオイル美容液、肌のキメと潤いバランスを整えるクリーム、そしてクレン
ジング、パック、マッサージとあらゆることに使えるこだわりのバーム。肌質を
選ばずお使いいただける、日本人女性のための5製品です。

コスメキッチンとルイーズ・カーターの
こだわりが詰まったラグジュアリースキンケア

1

2 3 4 5

（コスメキッチン限定）
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あなたの内に秘められた
太陽を呼び覚ます
北イタリアから届いた
スパゲリックコスメ

「本来の自分」は
アロマが教えてくれる──
世界中の人たちに
そのことを伝えたい

1 to 3

インソーレ　バーム 
50mL／¥5,000+税
インソーレ　フラワーオーガニックオイル　アルニカ 
50mL／¥3,300+税
フラワーウォーター　カモマイル 
100mL／¥3,700+税

バロメーターオイル 
30mL／¥6,000+税

INSOLE
インソーレ

その標高の高さから、澄んだ空気と豊かな土壌を持ち、良
質な植物がよく育つ北イタリアのアヴェラーラ村。この地で
天体や水、空気、ミネラルのエネルギーを取り込んだピュア
な野生ハーブから〈インソーレ〉の製品は作られています。
中世ヨーロッパの錬金術から発展した「スパゲリック法」を
用いているのが〈インソーレ〉の特徴。植物ごとに最も適し
た時間帯を選び、ハーブをひとつひとつ手摘みします。絹
布の上で天日乾燥させたあと、4週間毎日朝夕に攪拌しな
がらオイルに浸した「オーガニックオイル」や、アルニカの浸
出油をたっぷりと混ぜ込んだ「インソーレバーム」、フレッシ
ュなハーブを蒸留した「フローラルウォーター」──。丁寧な
手仕事と宇宙の恩恵がもたらすきめの細かいアイテムは、
使う人の魅力を引き出し、インスピレーションを連れて来
てくれることでしょう。

SAUTEDI
ソテディ

調香師だった亡き母親から贈られた精油の
ブレンドが、心身ともに極限まで疲れ果て
たときの自分を救ってくれた──。〈ソテデ
ィ〉は、フランスでナチュロパシーを学んだ木
村恵理子による日本のブランド。母親の手
作り香水にふたたび生きるエネルギーをもら
った経験から、ハーブやアロマが本来の自分
を取り戻す助けになるという確信を得て、
陰陽五行、体質学などの哲学も取り入れな
がら、独自の世界観を展開しています。香り
を「自己との対話」の手段と捉えた製品たち
は、ユニークで洗練されたものばかり。たとえ
ば「バロメーター オイル」は、その日の状態に
よって香り立ちが異なるように設計されてお
り、香りを楽しみながら、心身のバランスを
整えるきっかけを作ってくれます。他にもハ
ーブティーやアロマバスソルトなど、パッケー
ジからこだわり抜いたアイテムが揃います。

1

2 3
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美は内面の平穏から
生まれると説く
アーユルヴェーダの叡智を
現代女性たちに

1 to 4

キャンドル　チャメリ 170g／¥6,500+税
ヴァータ　エッセンシャルオイル 15mL／¥10,000+税
ピッタ　エッセンシャルオイル 15mL／¥10,000+税
カパ　エッセンシャルオイル 15mL／¥10,000+税

SUNDÃRI
スンダリ

サンスクリット語で「美しい女性」を意味す
る〈スンダリ〉は、現代女性のニーズに合わ
せ、アーユルヴェーダの原理と西洋の伝統
的哲学を融合させたスキンケアブランドで
す。「内面の平穏と外見の美しさはリンク
する」という考えのもとで、独自のトリート
メント理論やケア製品を展開。心・身体・
精神（Body-Mind-Spirit）の調和のとれた、
内面から輝くような美のビジョンを提案し
ます。アーユルヴェーダでは、3つのドーシ
ャ（生命エネルギー）が万物を作り上げて
いると考えますが、肌質も同様。肌が持つ
ドーシャを整える、という視点で作られた
スキンケアを多く揃えています。ドーシャ
にあわせて3種展開する「エッセンシャルオ
イル（セラム）」もそのひとつです。アロマキ
ャンドルなど、ライフスタイルを提案する
アイテムも充実しています。

1

2 3 4

アーユルヴェーダ
アーユルヴェーダは、「生命の科学」といわれるインド
の伝統医学。3500年前に生まれた、世界でも最古の
医学といわれます。病気の治療だけでなく、予防、健
康維持、長寿などの視点から、心と身体の繋がりや
医食同源を説いており、その知識はいずれも生活に
根ざしたものです。
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色が持つエネルギーを上手に利用して
ハッピーなウェルネスライフを

AURA-SOMA® 
Pomander
オーラソーマ ポマンダー

〈オーラソーマ®〉は、顕在意識と潜在意識
の中に眠るあなた自身を見出すためのもの
で、ヴィッキー・ウォールによって1983年に
イギリスで誕生しました。選択する「色」を
通して、選んだ人の秘められた側面を認識
し、成長する鍵をもたらしてくれます。カ
ラーシステムの中心となる「イクイリブリア
ムボトル」は、115本からなる、上下が二
層に分かれた色とりどりのボトルです。こ
れは、古代からのカラーヒーリングの伝統
を結合させ、オーラを活性化し、魂をケア
するよう働きかけます。いっぽう「ポマンダ
ー」は、49種類のハーブ抽出液と精油と天
然のクリスタルから抽出されたティンクチ
ャーを組み合わせたもので、肉体から数セ
ンチ離れたエネルギー 領域に働きかけま
す。ピンクは「無条件の愛」、オレンジは「過
去のショックやトラウマを解放する」など、
その色のポジティブなメッセージが、心身
と魂にもたらされます。

大自然に囲まれた、イギリスリンカーシャー地方にある自社農場でバイオダイナック農法を用い、
大切に育てられたオーガニックハーブと水晶やローズクォーツ、アメジストなど天然でエネルギー
の高い土地から採掘されたクリスタルに熱と圧を加え、丁寧に時間をかけてスイスで作られている
ミネラルエッセンス。そして、それぞれのパワーを宿した 15 種類の色のエネルギーから作られて
います。
受け継がれてきた伝統を大切にしながら、最新技術を組み合わせて私たちが毎日をより前向きに自
分らしく生活していくための、魔法のレシピ。色によって効果に違いがあり、使い分けることが出
来るので通勤電車に乗る前、子育て中、デートや試験の前など、毎日の生活の中でのお守りとして
いつでも使うことが出来、使い続けることによって、使う人だけでなくその場のエネルギーを浄化
し守ってくれます。

オーラソーマプロダクツ社　ポマンダー全 15 種類
内容量 25ml  税込 4,104 円　税抜 3,800 円

ポマンダーは中世ヨーロッパにおいて、香りのお守りとして
魔よけや病気予防のためにリンゴやオレンジなどの柑橘系の
フルーツに、クローブやシナモンなどの抗菌作用のあるスパ
イスをまぶして作られていました。
それを現代版に使いやすくアレンジしたのがイギリス・オー
ラソーマ社のポマンダーです。

What is POMANDER?

ポマンダーの使い方

左の掌に三適垂らして、両手をこすり合わせてから体から一番近い
オーラの部分をきれいにするように使います。最後に両手からの香
りをかぎながら３回深呼吸をしましょう。

（左手からエネルギーが世界へと放たれて、右手に戻ってくるのを
イメージした後に、自分のオーラに施すとより効果的です）

株式会社ヒューマンクリエイティブアカデミー
〒153-0043 東京都目黒区東山 2-10-13　カームハウス東山 102

TEL：03-5721-8400    FAX:03-5721-8538    MAIL:endo@rainbowseed.ne.jp
PR 担当　遠藤 

本件に関するお問い合わせは

Left to Right

ポマンダー　オリジナルホワイト 25mL／¥3,800+税
ポマンダー　ピンク 25mL／¥3,800+税
ポマンダー　オレンジ 25mL／¥3,800+税

®

オーラソーマ
オーラソーマは、色がその人の魂を映しだすとして、
数種のカラーシステムを使ってヒーリングを行う方
法です。代表的なのは、上下別々の（あるいは同じ）
カラーをしたイクイリブリアムボトル。選ぶ組み合
わせによって、心理状態や健康状態を診断し、未
来をサポートしていきます。
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自然豊かなトスカーナの
ピュアな素材が
チャクラのバランスに働きかける

地球の恵みを借りて
ケアの基本に立ち返る
シンプルでラグジュアリーな
NY発のハーバルコスメ

Left to Right

スウィートアーモンドオイル　
パシュミナ（第1チャクラ） 
50mL／¥1,250+税
スウィートアーモンドオイル　
ケナフカルカデ（第2チャクラ） 
50mL／¥1,250+税

1 to 3

コリアンダー　ハンドソープ 355g／¥4,700+税
バーソープ　リトルウィング 126g／¥1,900+税
ヒーリングソルブ 14g／¥1,500+税

DR. TAFFI 
CHAKRA LINE
ドクタータッフィ チャクラライン

イタリアのオーガニックコスメブランド〈ドクタータッフ
ィ〉は、植物学者として活躍するエニオ・タッフィが、故
郷トスカーナの街ボルゲリの豊かな自然を活かし、多く
の人の悩みに応えられるような化粧品を作りたいと1987

年に設立しました。「心も身体も満たされて、ハッピーで
あること」をコンセプトに、地中海に面した芳醇な土地ボ
ルゲリの植物を中心とした、天然素材だけを使用するこ
とにこだわっています。「パフューム アーモンドオイル」
は、それぞれのチャクラにあわせて6種の香りをブレンド
したもの。アーモンドをコールドプレスしたピュアオイル
はまろやかで、肌や髪にすっとなじみ、潤いを与えます。
土を思わせるパチュリの「パシュミナ」は第一チャクラ、
甘酸っぱいハイビスカスの「ケナフカルカデ」は第2チャク
ラに対応。広がる香りが心に調和をもたらします。

Goldies
ゴールディーズ

NYのリゾート、ロッカウェイビーチから届いた〈ゴールデ
ィーズ〉は、2009年にオーガニックバーソープからスター
トしたボディケアブランド。ビューティケアの基本に立ち
戻り、古くから伝わるハーバルレシピを活かしながら、現
代のライフスタイルにフィットするアイテムを揃えていま
す。西洋・東洋のハーブやミネラルなど、大地がもとから
持っている宝物のような成分をひとつひとつ厳選し、心
を込めてミキシングすると、植物たちが調和し、官能的
な香りとスキンケア効果が生まれます。たとえば、オメガ
リッチなニームオイルを配合した「リトルウィング」は、ヘ
ア、フェイス、ボディに使えるマルチなバーソープ。コリア
ンダーが香るハンドソープや、ラベンダーが肌荒れを防い
でくれるバームなど、ファミリーでも楽しめる豊かなライ
ンナップが〈ゴールディーズ〉の魅力です。

1

2

3

アロマボディケア
植物が持つすばらしいエッセンスを、ボディケアに。
肌を潤してグッドコンディションに整えるだけでなく、
その類いまれなる芳香がマインドにも働きかけます。
人は本来、自分で美しくなるパワーを秘めているも
の。そのサポートを総合的にしてくれるのがアロマボ
ディケアです。多忙な日々をしなやかに生きるあなたに。
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ヨーロッパの暮らしに
古くから根ざす
フィトテラピーの魅力を
気軽に取り入れて

1 to 3

タンチュメール　
エキナセア 
250mL／¥5,000+税
シングルティザンヌ　
メリッサ 
100g／¥2,600+税
ブレンドティザンヌ　
ボディリフレッシング 
100g／¥3,000+税

HERBORISTERIE
コスメキッチン エルボリステリア

ヨーロッパのライフスタイルに不可欠な存在であるエルボ
リステリアは、心身のゆらぎを感じたときに相談できる、
街のハーブ薬局。フィトテラピー（植物療法）の豊富な知識
を持つスペシャリストが、一人ひとりに専門的なカウンセ
リングを行い、適したハーブやケアの方法を提案します。
これを日本に再現することを目指した〈コスメキッチン エ
ルボステリア〉では、植物療法士・森田敦子氏監修のもとで、
本格的なハーブティーや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。現代女性の悩みにあわ
せてブレンドされた、ティザンヌ（ハーブティー）やタンチュ
メール（ハーブ浸出液）が、いきいきと輝くすこやかな日々
を応援します。いずれもカフェインフリーで、日本人にも飲
みやすい味わいにこだわりました。フィトテラピー（植物療
法）の真髄をお楽しみください。

3

2

1

エルボリステリア

ヨーロッパの日常を支えるエルボリステ
リアは、ハーブを調合し、ケア方法を提案
してくれる専門店。植物療法士・森田敦
子さん監修により日本版が実現しました。
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素晴らしい環境で育った
植物のエナジーを
エッセンシャルオイルが
伝えてくれる

フェラーロ博士が研究の末に辿り着いた
自然のちからを呼びさます独自の製法

Left to Right

精油ラベンダー 10mL／¥2,780+税
精油ティートリー 10mL／¥2,670+税
精油フランキンセンス 5mL／¥3,640+税
フランキンセンス（コスメキッチン限定）　レジン 
15g／¥2,300+税

Left to Right

ゴールドエッセンシャルオイル  イランイラン 10mL／¥6,000+税
ゴールドエッセンシャルオイル  パチョリ 10mL／¥3,600+税
ゴールドエッセンシャルオイル  オレンジ 10mL／¥2,500+税

THE 
AROMATHERAPY 
COMPANY
アロマセラピーカンパニー

クリニカルアロマセラピストであるルイーズ・カーターによ
って設立された〈アロマセラピーカンパニー〉は、英国屈指
の本格オーガニックアロマセラピーブランド。ハイステイ
タスなアロマセラピー理念への信頼から、多くのクリニカ
ルセラピスト養成や、世界のホテルやスパで提供されてい
るスパトリートメント技法の開発など多方面で活躍して
います。ルイーズは、最新のアロマセラピー化学、精神的
な作用、更に肌にも良い成分を追求し、研究分析をしな
がら、エッセンシャルオイルをはじめ、オーガニックスキン
ケア、ママ＆ベビー向けコスメ、スポーツケアアイテムなど
200以上の製品を開発しています。配合しているオーガニ
ック成分は、全てソイルアソシエーション認証を取得。日
本での店舗展開は今回が初となります。また、＜ アロマセ
ラピーカンパニー＞では、ルイーズが校長を務めるIFPA認
定スクールを各国で開設し、情熱的にアロマセラピーを世
界に発信し続けています。

ARGITAL
アルジタル

〈アルジタル〉は、生物学者のDr. フェラーロが故郷シチリ
アの海泥（グリーンクレイ）に注目して開発したイタリア
の老舗オーガニックブランド。ミネラルなど良質な成分を
豊富に含んだ海泥に、バイオダイナミック農法で栽培し
たハーブを組み合わせ、パワフルなコスメを生み出してい
ます。〈アルジタル〉の精油は、Dr. フェラーロの研究と
実験の成果によって、従来の精油にはない野生植物の香
りを引き出したものです。葉や花などパーツをカットして
抽出するのでは、植物の生命エネルギーが遮断され、香
りもどこか物足りないものになってしまう。そこで、閉じ
込められた「植物全体が作り出す香りの記憶」を呼び覚ま
す、独自の「Gold製法」を採用しました。よりやわらかく、
より豊かで、バランスのとれた植物本来の香りを感じる
ことができます。

エッセンシャルオイル

植物の花や葉、果皮、種子、樹脂などか
ら抽出した天然の芳香物質（精油）。植物
の部位によって異なる香りと有効成分
が、美容や健康をサポートしてくれます。
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パワーストーンが
心と身体に働きかける
マッサージツール

1 to 2

ヒーリングローラーJOYA　ロッククリスタル 
¥9,905+税
（※セットのストーンは1つのみとなります）
ヒーリングローラーJOYA　ローズクオーツ 
¥9,429+税

1 to 3

マジカルフェアリーオラクルカード 
¥3,000+税
ラブノートカード 
¥3,500+税
エンジェルアンサーオラクルカード 
¥3,300+税

JOYA
ジョヤ

ドイツ生まれの〈ジョヤ〉は、独特のフォルムを持つヒーリン
グローラーです。手のひらにすっぽりとフィットする天然木
のなかに、球状のパワーストーンが組み込まれており、筋肉
や身体の構造にぴったりとフィットします。強い力を入れる
必要がなく、誰でも簡単にセルフケアを行うことができます。
パワーストーンは7種類。石が持つメッセージに応じて、必
要と感じるものをお選びください。

ORACLE CARDS
オラクルカード

思い悩むときや迷ってしまうとき、くじけそうなとき…、カー
ドを引いてみてください。天使や聖人、妖精、ユニコーンな
どの高次の存在が、そのとき最もあなたが必要としている、
ポジティブなメッセージを贈ってくれます。また、素敵なアー
トワークにも、愛にあふれたメッセージが込められています。
〈オラクルカード〉は、悩める人が本当の自分の姿に気づき、
最高の自分を実現していけるよう導いてくれるカードです。

カードに記された
愛あるメッセージが
背中をポンと押してくれる

1

1

32

2
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中米アンデスの
シャーマンたちが愛した
甘くかぐわしい神木

130年の歴史を持つ
フランス発の浄化ペーパーインセンス

古くから人々の
精神世界を浄化してきた
聖なるハーブ

パロサント5本セット ¥950+税

パピエダルメニイ トリプル 3×12枚（36回分）／¥480+税

ホワイトセージスマッジ 15g／¥2,000+税

PALO SANTO
パロサント

「聖なる樹」を意味するパロサントは、幸福を呼び込む天然
の香木として、インカ帝国の時代からアンデスのシャーマン
に大切にされてきました。樹脂を含むため、濃厚な甘さの
かぐわしい香りが特徴。その香りに清いスピリットは引き寄
せられ、邪悪なスピリットは遠のくといわれています。お香
として焚くほか、パワーストーンや空間の浄化など、セージ
と同じように使うことができます。

papier d’arménie
パピエダルメニイ

創業1885年の〈パピエダルメニイ〉は、安息香（ベンゾイン）
の香りを放って空気をすっとクリアにするような紙のお香で
す。火をつけると2分ほどで燃焼し、ふんわりとアロマティッ
クな空間を演出。タバコやペット、料理のにおいが気になる
ときや、出張先のホテルなどで空気がこもってしまったとき
にお使いいただけます。携帯しやすいブックタイプ。

WHITE SAGE 
SMUDGE
ホワイトセージ スマッジ

自然のサイクルに配慮しながら手摘みで採取した、アメリカ
西海岸の特定地域に自生する野生のホワイトセージです。
「癒し」の意味を持つセージは、古来よりネイティブアメリカ
ンが神聖な儀式や祈りのために利用してきたドライハーブ。
火をつけて煙をくゆらせると不浄を祓

はら
うとして、焚いてもの

や空間、心をお清めしていきます。
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