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Cosme Kitchen offers natural beauty products,
which make lives happier.

Tel : 076-256-0889 /OPEN 10 :00-20:00金沢Rinto店 石川県金沢市木ノ新保町1-1 1F

New Open!

Tel : 048-782-8869/OPEN 10 :00-21:00ルミネ大宮1店 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ大宮店 ルミネ1 2F

Tel :03-4336-8216 /OPEN 11:00-21:00

Tel :06-4860-6465 /OPEN 10:00-21:00

渋谷モディ店 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ1F

ららぽーとEXPO CITY店 大阪府吹田市千里万博公園 ららぽーとEXPO CITY 2F

Tel : 092-235-7400 /OPEN 10 :00-20:30福岡パルコ店 福岡県福岡市中央区天神２丁目11-1 福岡PARCO 1F 
Tel : 022-253-6225 /OPEN 10 :00-21:00エスパル仙台店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目1-1 エスパル仙台 東館 2F
Tel : 03-6380-1448 /OPEN 11:00-22:00NEWoMan新宿店（Cosme Kitchen&Naturopathy） 新宿区新宿4-1-6 NEWoMan M2F
Tel : 03-5475-8648 /OPEN 10:00-21:30アトレ恵比寿店 渋谷区恵比寿南1-6-1 アトレ恵比寿 西館 2F

New Open!

（金・土10：00-21:00）
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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 t y 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

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。

〈第３章〉
あなたの中に眠っている「第六感」を、今すぐ目覚めさせる方法！

買い物は、あれこれと迷うほうだろうか？それとも難なく決断できるほうだろうか？ 
もちろんどちらが正しいとは言えない。でもおそらく、アッと言う間に決められるのは、ある能力を使っている証。
他でもない、「第六感」と言う直感を。

言うまでもなく、全員が生まれつき持っている感覚なのに、それに気づかず使わないままになっている人
が少なくない。例えて言えば、"自転車に乗る能力" にそれは似ていて、全く乗れなかった人がある瞬間、
不意に乗れてしまう。特別なテクニックも、覚えなければいけないこともない、言葉で説明するのは難しい
が、文 字 通り "感 覚" のなせる技。眠らせておけば一 生自転 車には乗れないが、目覚めさせれば1秒で
乗れるようになる。いきなり体で "わかる" のだ。「第六感」も同じ、いきなり脳で「わかる」ものなのだ。

でも「五感」と違って基本機能ではなく、自らスイッチを入れるオプションだからこその「第六感」。
いやオプションだけれど、決してオマケじゃない。むしろ、人生をやっていく上でとても重要な"潜在能力"。
本来の自分が目覚め、どんどんキレイになるための大切な能力だからこそ、必ず覚醒させておくべきなのだ。
じゃあどうしたら、目覚めるのか？ 実はいちばん手っ取り早いのが化粧品選びなのだろう。とりわけスキンケア
やボディケアは、正直見ただけでは何もわからないからこそ、第六感が必要になる。
いろんなを要素を重ね合わせて、効果や "自分との相性" を占うのが化粧品選び。その時、半分が "予測"で
あり、"勘"であり、"賭け"なのだ。つまりその半分に「第六感」を使えなければ、正しい出会いを果たせない。
確率を5割以上にするために「第六感」はマストなのである。

そこで、自分の「第六感」はまだ眠ったまま、と思う人はこうしてほしい。
心をまっさらにして、眉間のあたりに神経を集中させて、その奥にあるものを読み取るのだ。
眉間の目で見るように。あるいは祈るように。香りを嗅ぐ時も、感触を試す時も、一緒に「第六感」を使うべく
眉間の目を使って。使ううちに、どんどん鍛えられ、精度が高まっていくのが「第六感」なのだから。

やがて、本当に占うように、読み取るように、インスピレーションで自分の化粧品が見分けられるようになる。
それがあなたの「第六感」。この際一日も早くONにしてほしい。眠らせていたら、あまりにもったいない。
みるみるキレイになって、日々小さな幸せを得るための、女にとって1番大切な感覚なのだから。
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※★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

「肌は夏に歳をとる」と言われるのは、もちろん紫外線の

せいだけど、まるで亜熱帯のような近頃の日本の夏それ

自体が、とってもストレスフル。夏ほど、良くも悪くも

五感が研ぎすまされている時もない。とすれば、他の

季節以上に五感六感を意識して、化粧品を選ぶべき

なのだろう。だから梅雨に入ったあたりからは、自分を

自分でいたわるように美容する心がけを。疲れた心に

深く響くお手入れこそが、そっくり綺麗につながる…

夏はとりわけそういう季節なのだから。

体の隅々までするする届く、
ありきたりで無いボディケアは

疲れた心まで響くはず

ボディー

こんな快感をもたらす
ヘアアイテムも

あったのだと言う、
新鮮な驚きをくれた三品

ヘア

ともかく内側から体が
軽くなるような、

露出の季節ならではの
インナーケアを考えた

インナーケア

夏場、思わず手が
伸びてしまう潤いこそ大正解。
自然の恵みを五感すべてで

受け止めたい！

スキンケアUV対策は次の時代！
もっと肌を守ってくれる
心優しきナチュラル

UVカットアイテムを選ぶ

UV対策

発売以来ずっと続けている自分にとっての
命の支えのような美容ドリンク。毎朝、ヨー
グルトに混ぜていただくが、これが絶品。
主に冬は生姜、夏場は柘榴を愛用してき
たが、足がむくみやすいこともあり今回初
めて試したのが蔓苔桃。なるほど常にすっ
きりして、五感の全てが喜んでる。
密 -hisoca-　蔓苔桃（クランベリー）
４９０mL ／ ¥５,０００+ 税 ★

極度のむくみ症である自分にとって、相性の
良い、頼れるレッグジェルを見つけるのは普
遍のテーマ。で、夏はもうこれに決めた！冷
房で冷えるのに火照る、夏の足の複雑な悩
みにストンとハマるジェル。ユーカリにうっとり、
安っぽくない清涼感で足を見事に軽くする。
なめらかなハリは見えないストッキング。
La CASTA　アロマエステ レッグジェル
１５０g ／ ¥１,５００+ 税 ★

まず泡立ちの良さにびっくり。ナチュラル系は泡
立ちや使い勝手を我慢してきたのが嘘みたい。
ヘナが髪を根本からコシを与え、ボリュームが
欲しい髪もふんわり艶やかに仕上がるのは、
さらなる驚き。乾燥で傷んだ髪に…と選んだ
シャンコンだが、予想をはるかに上回る仕上が
りに、1回目からハマってしまった。
Nature's Gate
ヘナ＆アボカド　シャンプー&コンディショナー
５３２mL ／各 ¥１,６００+ 税 ★

これが UV カットベース？と驚くほどの肌への優しさみず
みずしさ、うっすらと肌色のついたうるおいベースは、ク
リームと美容液を合わせたようなコクと肌に吸い付くよ
うな密着力で、化粧下地としても優秀。それで、UV ケ
アさえ刺激がちょっと不安な弱い肌でも心おきなく UV
ケア対策させてくれる、日常には十分なお守り。
amritara
ベリーズビューティーサンスクリーン

（SPF10 PA+）
４０mL ／ ¥５,２００+ 税

髪の立ち上がりを固めずにキープしたい…でも、
手軽で使い心地がいいものってなかなかな
い、だからこのスプレーとの出会いは正直嬉
しかった。ドライヤーいらずで、エアリーなふ
わりボリュームを叶えてくれる。乾燥ダメージ
からも守ってくれるので、髪がへたりがちな梅
雨から夏への新習慣となりそう。
giovanni　２chic ボリュームヘアスプレー
１４７mL ／ ¥２,４００+ 税 ★

夏は朝慌ててスキンケアするよりも、夜ゆっくりと
火照った肌を沈めるように丁寧にお手入れするの
が心にも肌にも良い気がする。そんな時に文字通
り、お月様を見ながらブライトニングマスク。しん
しんと肌の奥深く*を潤し、翌朝に明るい透明感を
もたらすアルブチン入りのマスクは目を閉じて第六
感で潤いを感じながら。
＊角層まで

La Clarée　ムーンライトフェイスマスク
１枚入り／ ¥６８０+ 税 ★
４枚入り／ ¥２,６００+ 税 ★

UV 対策として安心感のある乳液のようなテク
スチャーが、スプレータイプになったことが何
より嬉しい。顔には一度てのひらに取って。
体は直接スプレーして一気に広げられる、
すばらしい使い勝手。今や UV ケア対策もいか
に肌をきれいに見せ、スキンケア効果を併せ
持つかに焦点がうつっている。だから、コレ！
F organics
UVプロテクトミスト （SPF２５ PA++）
５０mL ／ ¥２,９００+ 税 ★

オンザビーチという名のごとく、たとえ 1 日中ビーチ
にいても紫外線、乾燥から髪を守ってくれる頼も
しいヘアオイル。二層式で使うたびにチャカチャ
カするタイプだけに非常に軽やかで全くベタつ
きなし。ただの水系オイルよりもみずみずしい。し
かもこの香り、たまらない、なんだか異様に好き！
uka 　ヘアオイルミスト オンザビーチ
５０mL ／ ¥３,５００+ 税 ★

デリケートケアの初心者にも絶対にお勧めし
たいリフレッシュクリーム。夏は不安定になりが
ちなデリケートゾーンをうるおいで整え、尚且
つさらさらした仕上がりで、いつの間にか肌を
安定した心地いい状態に導いてくれる。敏感
肌が陥りがちな、ちょっとした不快感なら、ま
ずはアルジタルを！
ARGITAL
デリケートハイジーン ニアウリクリーム
７５mL ／ ¥３,５００+ 税 ★

エッセンシャルオイルを独自の製法で溶け
込ませた、とっておきのエッセンシャルロー
ション。うっとりするような香りとふんわりした
噴霧状の潤いは、日中イライラした時、ぐっ
たりと疲れた時にも、リフレッシュのつもりで
纏いたい。そのたびに体の中から潤うよう。
朝露のような清 し々さはまさに絶品！
ARGITAL　ルジアダローション
１００mL ／ ¥４,０００+ 税 ★

薄着になる前に飲み始めたい月見草オ
イルを飲むカプセル。体の中からすっ
きりさせたい人、暴飲暴食になる季節、
もっと広い意味でなんだか気分が安定
しないとき、そして生理前に気持ちもど
んより落ち込む人に。これらをひっくる
め、何か、インナーケアを始めたいと
言う第六感にぴたり答えてくれる。
HERBORISTERIE　
オイルカプセル 月見草
６０粒／ ¥４,２００+ 税 ★

ミネラルパウダーとして優秀なパウダーに、
UV カット効果が加わるとこんなに安心感が
あるものなのだろうか？ きちんと守っている
のにちゃんと素肌っぽい、さらっとしている
のに乾かない、あっという間に仕上がるのに
崩れにくい、白浮きもないのにキメ毛穴まで
きちんとカバーしてくれる。矛盾の勝利！
alima PURE
ミネラルサンスクリーンパウダー

（SPF３２ PA++）
７.５g ／ ¥５,２５０+ 税 ★

一目惚れした "てるてる坊主" のような佇まい
は、米ぬかやクレイをオーガニックコットンで
丁寧にくるんだボール状マッサージ。お湯で
柔らかくしたら、自由自在にくるくると滑らすだ
け。肌への程良いギャップで、肌は無理なく
柔らかですべすべの明るい肌へ。見せかけで
ない実力派。
do organic　マッサージバッグ
６個入／ ¥３,０００+ 税 ★

とりわけ楽ちんで、効率の良いボディーケア
は優れたバスミルクを使うこと。約１００年
前からオイルを作っているヴェレダのバス
ミルクは、少量でお湯が軽いトロみをもち、
肌あたりもトロトロする。むしろ夏にこそうれ
しい北の国のモミの木の成分配合（香料）。
温浴効果で体の芯まで温められ深い森の
透き通るような香りに心が深く和らいだ。
WELEDA　モミ バスミルク
２００mL ／ ¥２,８００+ 税 ★

" 食べなかったことにする " サプリ全盛の中、コスメ
キッチン売上 No.1 のエイジングケア* ブランドが、カ
ロリーセーブのインナーものを作ってくれたのは、と
ても意味のあることだと思う。ダイエットを無理強い
しない、しかも大人の体を踏まえた上での桑の葉エ
キス中心のアプローチ。体の中がキレイになる実感。
＊年齢に応じたケア

F organics　フィトパウダー ボディリファイニング
２g×３０包／ ¥６,２００+ 税 ★

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

コスメキッチン
限定
ブランド
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テラクオーレ

ジュリーク

一歩一歩大人になるにつれて、どんどん増していく母への感謝の気持ち。
照れくさくてうまく言葉にできない想いを、ギフトに込めて届けませんか？

いつも自分のことを後回しにがんばり続けているお母さんに、キレイと癒しのプレゼント。
「ありがとう、大好き！」が、きっと伝わります。

コスメキッチンでセレクト！母の日のスペシャルギフト

アンティームオーガニック バイ ルボア

 ピーナッツ

蜜
母である前に、女性である。忘れがちな感覚
を呼び起こし、さらなる魅力を引きだすボディ
オイルです。ネロリ、ジャスミンの中で女性で
ある時間を楽しんで。
センシュアル マッサージオイル
１００mL ／ ¥４,５００+ 税 ★

女を目覚めさせるオイル
いつまでも美しくいて…　

夕方には体が重く、巡りが気になるお母
さんに。ストレス社会でがんばるうちに、
モヤモヤ悩んでしまうこともあるはず。アー
ユルヴェーダでも重宝されているゴツコラ
のタンチュメール（チンキ剤）。水で薄め
て飲めば、からだも心もスッキリ！
タンチュメール ゴツコラ
２５０mL ／ ¥５,０００+ 税 ★

体が重く元気が出ない…
ストレス社会で生きる母に

F organics 全商品の中から、商品をお選びいただける OFUKURO 
THANK YOU ギフトプランを提案。あなたが選ぶ素敵なギフトと想い
をOFUKUROに詰めて。写真はブランド売上 NO.1のモイスチャーロー
ションと、ローズ＆イランイランのボディミルクミニサイズとオリジナル
バッグのギフトセット。（￥3,900+ 税以上お買い上げで、オリジナルバッ
グとサンキューカードをお付けいたします。)
HAPPY OFUKURO’ S DAYおすすめギフト例

［モイスチャーローション １５０mL／ボディミルク（ローズ＆イランイラン）ミニ  ５０mL／
F OFUKURO bag］
¥４,６５０+ 税（阪急うめだ本店 LUXE 店では取扱いがございません）

いつまでも憧れの女性でいて…
OFUKUROに想いを込めて

エッフェオーガニック

エルボリステリア

長年家族に尽くしている母の手は、どうしても
ガサつきがち。肌なじみがよくベタつかないこの
ハンドクリームは、水仕事の前でも快適に使え
てうるおいも持続します。気分に合わせて３つ
の香りを楽しむ、癒しのひとときを届けて。
ビューティフルリチュアル
ハンドクリームキット

［ローズ・シトラス・ラベンダー 各３０mL］
¥６,０００+ 税 ★

ガサつく手は家族想いの証
香りとうるおいで癒されて

ふと一息ついたときに、ふわっとやってくるピュ
アでみずみずしい濃厚なローズの香り。普段
の部屋がうっとり空間に変わり、日々の疲れ
も癒されそう。スティックの本数で、香りの
調節ができます。
アロマディフューザー ダマスクローズ
１００mL ／ ¥３,２００+ 税 ★ 

ふわっとローズが香る
いつもの部屋を癒しの空間に

母の心と体に届く
内側から美しくいたい
女性のために
生薬を長年研究してきた大正製薬が、女性
のなりたいキレイにフォーカスして作った美容
サポート飲料。東洋と西洋のハーブを、独自
の配合率でブレンドしています。悩みや気分
に合わせて、『密』全種類を試せるセットです。

母の日スティック１５本セット
［柘榴（ざくろ）／生姜（しょうが）／蔓苔桃（つるこ
けもも）／西洋梨・王乳（せいようなし・おうにゅう）
／西洋李（せいようすもも）・ドクダミ 各１５mL×３本］
¥３,０００+税 ★

リップスティックとハンドクリームがオリジナルＢＯＸ
に入ったギフトにおすすめのセットです。さわやか
でやさしいフラワーブーケのようなラベンダー＆
カモミールの香り。

世界中で愛されるスヌーピーは
ギフトにぴったり

© 2016 Peanuts Worldwide LLC

JOECOOL　リップ &ハンドケアセット
［リップクリーム ４g ／ハンドクリーム ３５g］
¥２,５００+ 税 ★
リップクリーム ¥９４０+ 税 ★
ハンドクリーム ¥１,６００+ 税 ★
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コスメキッチン
限定発売

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定
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そばにいてくれると、なんだかほっこり。子どもから大人まで、みんなを笑顔にしてくれるスヌーピー。
「サーフズアップピーナッツ」と「ヘルスティップスピーナッツ」シリーズから今年もニューアイテムが登場。
この夏は例年人気の UV 対策だけでなく、毎日連れ出したくなるグッズがラインナップ！
さらに全てコスメキッチンだけの限定商品です！スヌーピーとオーガニックライフを楽しんで。  

SPECIAL PRODUCT DESIGN ディレクションの
ピーナッツの２シリーズから
キュートな夏のニューアイテムが登場！

※★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。

初夏のそよ風とともに、コスメキッチンに新しいアイテムが続々仲間入り。
汗や疲れが気になる毎日のケアアイテム、夏らしいチアフルな雰囲気を演出するメイクは要チェックです。

爽やかに鮮やかに、夏をめいっぱい楽しんで！

コスメキッチンに夏の新作が届きました！

毎年売り切れ続出の、日焼けスヌーピー UV
シリーズ。今年はさらに肌なじみがよい乳液
タイプが新登場！成分は天然由来とオーガ
ニックにこだわり、肌をうるおいで包みながら
紫外線から守ります。ベタつきが気になる方、
お子さまにも。

SURF'S UP　UV プロテクトミルク
９８mL ／ ¥２,０００+税 ★

大人気の
日焼けスヌーピー UV
今年は乳液タイプ登場

パウダータイプのスーパーフードを、ジュース
や豆乳などと一緒に入れてシェイク！簡単にス
ムージーが作れます。かわいいスヌーピーとオー
ガニックライフを共にしていると、自然と仲間が
集まってきそう。

HEALTH TIPS PEANUTS
ブレンダーボトル
¥１,９８０+税 ★

いつもスヌーピーと一緒
スムージーを持っておでかけ

キュートなスヌーピーが描かれた人気のバン
ブー＆オーガニックコットンタオル。ハンドタオル
に続きフェイスタオルが登場！吸水性・速乾性に
すぐれ清潔感があり、肌ざわりも非常になめらか。
夏のおでかけやスポーツ時に重宝しそう。

かわいいだけじゃない！
吸水・速乾に優れたタオル

HEALTH TIPS PEANUTS
オーガニックコットン
フェイスタオル ３色

（３５×８０cm）　各 ¥２,5００+税 ★

シトロネラなどの精油を配合した、アウトドアにお
すすめの UV ミルク。さらっと伸びる乳液タイプ
で、なじませやすく肌がしっとりうるおいます。
レジャーにも、日焼けスヌーピーを連れて行って！

SURF'S UP　UV ボディガードミルク
９８mL ／ ¥２,０００+税 ★

アウトドアにもスヌーピー！
外敵から肌を守るUVミルク

© 2016 Peanuts Worldwide LLC
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６.１（Wed）
先行発売

刺激も受けやすい頬を、美容成分でケア
しながらメイクするクリームチーク。新色
は肌なじみが良い青みピンクで、上気し
たような頬を演出しながら、肌の透明
感もアップ！リップとしても使えます。
ミネラルチーク＆リップ ピンクドロップ
５g ／ ¥４,５００+ 税 ★

荒れがちな頬と唇もケア
巧みな青みピンクで透明感

汗は肌トラブルのもと。一汗かいたらすぐに拭きたいけれ
ど、ボディーシートを使うと肌が荒れちゃう？それなら、
オーガニックコットン × オーガニック化粧水のボディー
シートにチェンジ！香りも天然精油のみを使っているから安
心。ローズ、シトラス、ミントの３つの香りから、お気に入り
を見つけて。
オーガニックボディシート

［ローズ・シトラス・ミント］
各 ¥６００+ 税 ★

ヒリヒリもきつい香りもイヤ！
ついに肌思いの汗拭きシートが登場

“生命の木” とも呼ばれるスーパーフード、モリ
ンガ。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ポリフェノー
ルなど、生命に必要な栄養素を９０種類以上
も含むので、アーユルヴェーダでも欠かせない
存在。元気をチャージしたい、体の中から美し
くなりたい方に。
オーガニック モリンガパウダー
２２７g ／ ¥３,８６０+ 税 ★

９０種類もの栄養素が！
生命の木・モリンガで
インナーケア日本上陸４０周年の WELEDA。“肌と心の

解放” をテーマに、ボディ・頭皮・髪・爪
といろいろ使える多機能オイルが登場。
古代エジプトから肌荒れの予防に役立てら
れてきた植物・カレンドラが、ストレス * 社会
でがんばるすべての方を全身ケアします。

夏の肌と心の解放がテーマ。
植物パワーを感じる
多機能オイル

UV
対策

UV
対策

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

＊日差し・乾燥などの外的刺激

カレンドラ マッサージオイル
１００mL ／ ¥２,６００+ 税 ★

by Takakura
バイ タカクラ

ベーシックメイクはもちろん、夏らしいへルシー
メイクも、クールな表情も作り出せるブロンズ
カラー。洗練された大人顔に仕上がりま
す。ほのかな赤みとこだわりのパール感、絶
妙なテクスチャーで、日本人の黄みがかった
肌も、ツヤのあるハリ肌に。
ミネラルブロンズグロウ
４g ／ ¥３,５００+ 税 ★

目元・唇・頬とマルチに！
“可愛い”すぎない大人カラー

6月上旬発売

6月上旬発売
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天然由来の化学成分さえ排除している肌思いの設計
なのに、UV ベースとしての実力は優秀。SPF１５
PA++ で日常の紫外線をしっかりカットしながら、メイク
の仕上がりをワンランクアップさせる優秀下地です。
ミネラルコントロールUVベース

（SPF１５ PA++）
３０mL ／ ¥４,５００+ 税 ★

肌にうれしい設計なのに
下地機能とUVカット力も優秀

スティックタイプのファンデーション。お絵
かきをするように肌に引き伸ばし、スポンジ
や手で広げてなじませます。カバー力に優
れているので、コンシーラーとしても実力を
発揮。隙のない陶器肌に仕上がります。
ミネラルスティックファンデ

（SPF５０+ PA++++）
［オークル／ピンク］
7g ／ ¥５,５００+ 税 ★

高カバー力で陶器肌に
コンシーラーとしても！メイクの最後にふんわりのせれば、夏の

ベタつきを感じさせないさらりとしたシ
アーな仕上がりに。持ち歩けば、メイク
直しにも役立ちます。テカリや汗が気に
なったときは、軽くティッシュオフしてから
パウダーをオンして。

さらりとシアーな美肌に整う
仕上げとメイク直しに

メイクの仕上げに使えるパウダーで、UVカッ
ト力も抜群の優れもの。過剰な皮脂を抑え
てメイク持ちをよくすると同時に、SPF５０ +、
PA++++ でレジャー時の紫外線も徹底カッ
トします。もうお出かけ時に日傘はいらない！

もう日傘はいらない！フェイス
パウダーでUVを徹底カット

顔の中でも紫外線ダメージを受けやす
い頬。しっかり UV カットもできるチーク
を選ぶのが賢明です。クリームタイプな
ので肌との密着度が高く、夕方以降も
塗り直しは不要。アイカラーに合わせら
れるよう、２色とも持っておきたい！

紫外線攻撃を
受けやすい頬に
自慢のUVカット力を

食事をすると落ちてしまうルージュ。口の中
に入ってしまったと思うと、ちょっと心配。
化学成分フリーのこのルージュなら、不安
を感じず何度でも塗り直せます。安心の設
計なのに、豊富なカラーと高保湿力に感激！

ジューシーリップにくぎづけ！
化学成分フリーがうれしい

万人に似合うブラウンベースの２色で、ナチュ
ラルな彫の深さを生み出します。こだわりのう
るおい成分入りだから、デリケートな目元をケ
アしながらメイクを楽しむことが可能。

自然な彫の深さを叶える
外さない鉄板カラー

荒れがちな唇をしっかり保湿。必要最小
限の化学成分を使用し開発されたリップ
は、乾燥しらずの潤った唇をキープします。
MINモイストクリアリップグロス
8g ／ ¥２,５００+ 税 ★

しっかり保湿しながら
口元を艶やかに

４Kテレビにもうろたえない女優肌のように、大人
の肌悩みをカバーするパウダーファンデ。皮脂
となじみのよい成分により、肌とファンデが一体
化する機能、パックのように保湿する機能、シ
ミ・くすみ・毛穴をカバーする機能を兼ね揃
えた、画期的なアイテムです。

ファンデが肌に合わせてくれる
３つの機能で高画質対応

エアコンなどにより、大人の夏肌は乾燥に悩まされ
がち。昼過ぎには肌がつっぱり、ファンデがヨレる
ことも。このクリームファンデは、１０min ファンデ
の３つの機能はもちろん、手ごわい乾燥肌もしっ
とりうるおすパワーを秘めています。
１０min ミネラルクリームファンデ
 （SPF５０+ PA++++）

［オークル１０１／オークル１０２／ピンク２０２］
４g ／ ¥５,５００+ 税 ★

しぶとい乾燥肌も
みずみずしくうるおうツヤ肌に

３色セットのコンシーラーだから、ニキビ跡や
濃いシミ、薄いシミ、色ムラなど、あらゆる肌悩み
をキレイにカバーできます。UVカット入りだから、
スポッツが濃くなってしまう心配もなし！これ 1つ
持っていると、ベースメイクに差がつきます。
モイストミネラル コンシーラーUV

（SPF５０+ PA++++）
¥４,０００+ 税 ★

3 色であらゆる肌悩みをカバー
UVカット機能で安心

モイストミネラルクリームチークUV
 （SPF５０+　PA++++）

［０１アクトレスピンク／０２ベビーオレンジ］
４g ／各 ¥３,３００+ 税 ★

１０min ミネラルパウダーファンデセット
（SPF４０ PA+++）
［オークル１０１／オークル１０２／ピンク２０２］
１１g ／ ¥５,５００+ 税 ★
リフィル　¥４,５００+ 税 ★

モイストミネラル 
ルーセントパウダー
１１g ／ ¥４,２００+ 税 ★

SPF５０+、PA++++ で頬を紫外線から守り
ながら、柔らかな女性らしい表情を生み出す
チークです。上品な大人のピンクと、夏にぴっ
たりの元気なオレンジの２色展開。気分や洋
服のコーデに合わせて色をチョイスして。

徹底 UVカットしながら
ふんわり女性らしい頬を演出

モイストミネラル
パウダーチーク

［０１エレガントピンク／０２スイートオレンジ］
５g ／各 ¥３,６００+ 税 ★

モイストミネラルアイパウダー
（２色セット）
［マットダークブラウン／
シャイニーブラウン］
¥３,２００+ 税 ★ 

ホワイトプロテクトミネラルパウダー５０
（SPF５０+ PA++++）
１５g ／ ¥４,８００+ 税 ★

みるみる肌がうるおう。その秘密は、馬プラセンタ
といった保湿成分が、惜しみなく配合されているから。
じっくりハンドプッシュしてなじませると、しっとりぷる
んと肌が応えてくれるのがわかります。
＊ 保湿成分

ホースアクティブエイジ ローション
２００mL ／ ¥５,５００+ 税 ★ 

馬プラセンタ * 等保湿成分が
詰まったローション

過剰な洗顔で、大人の肌は砂漠状態になりがち。年齢
肌が気になるなら、クレンジングと洗顔が 1 つになっ
たこのアイテムを。化学成分フリーなのに、メイクも汚
れもスッキリオフ！年齢肌にうれしい成分配合で、洗顔
後もつっぱりません。
ホースアクティブエイジ クレンジング＆ソープ
２００mL ／ ¥３,８００+ 税 ★

洗顔はこれ1つ
年齢肌のうるおいを奪わないソープ

成分にこだわり抜いたリップだから、ガサ
つき、縦じわ、皮 剥けなど…角層が
薄い唇は、夏の乾燥などに弱いもの。
年齢のことも考えて作られたリップで、ぷ
るんと弾む唇をキープして。
ホースアクティブエイジ リップクリーム
４g ／ ¥１,６００+ 税 ★ 

オールシーズン
縦じわ知らずの唇に

肌のことを考え必要最小限の化学成
分を使用し開発された美容液。季節
の変わり目などのセンシティブに傾きが
ちな肌のバランスを整え、トラブル知
らずの自慢肌に導きます。
MINホースアクティブエイジ エッセンス
２０mL ／ ¥１０,０００+ 税 ★ 

成分にこだわり抜いたから
こそ実感できる美容液！

ストロングマヌカハニー *２、ビデンスピローサ *３、ツバキ
オイル *４など、年齢肌にうれしい成分を詰め込んだ
オイル。肌に溶け込むようになじみ、まるで肌が欲し
がっていたかのよう。今のスキンケアにもの足りなさを
感じている方は、マストバイです。
＊１ 年齢に応じた肌ケア　＊２ 保湿成分　＊３ 保湿成分　＊４ 保湿成分

ホースアクティブエイジ オイル
３０mL ／ ¥７,２００+ 税 ★ 

肌が欲しがっていたように溶け込む
エイジングケア*１オイル

こっくりとしたバームを溶かし込むよう
になじませると、滑らかでハリツヤの
ある肌に。肌のキメが整うことで、
あとのメイクのりに差が出ます。ごわ
つきがちな夏の肌も、このバームに
かかれば上質肌に。
ホースアクティブエイジ バーム
８g ／ ¥４,０００+ 税 ★ 

滑らかでツヤのある肌に
化粧のりもぐんとアップ

モイストミネラルルージュ 全６種
［０１ローズ／０２ボルドー／０３プラム／０４ブロッサム／０５コーラル／０６ヌード］
２g ／各 ¥３,５００+ 税 ★ 

気分はセレブリティ！? 
ニューブランド “Tv&Movie”が登場 !
TV や映画に出てくる女優のように、“高画質対応” の私に
なりたい。そんな願いを叶えてくれる、魔法のようなラインが
コスメキッチンから登場です！一般的なナチュラルコスメでは
許されている、天然由来の合成成分もケミカル成分とみなす…。
ここまで厳しい基準で作られたスキンケア＆メイクは、あなたに
ワンランク上の美しさをもたらします。先行販売ブランド

〈ティービー＆ムービー〉を是非店頭でお試し下さい。
＊ WEB STORE は 5/17（火）より販売開始

コスメキッチン
先行販売！

テ ィ ー ビ ー  ア ン ド  ム ー ビ ー
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初夏の太陽をうけて、ツヤめく肌。
キラキラと輝く目元と美しく整ったレッドブラウンの唇で、
ヘルシー＆エレガントなサマーメイクを楽しみましょう。

201６夏のメイク提案

みずみずしい質感のサマービューティメイク

自然と調和するような
内側から幸福感の溢れるフェイスに

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。

3

3

2

2

5

6

4

1

1

▶気になるHOW TO は次のページで！

［シークレット］ 一度に広い範囲に伸ばさずに、チークの中心部分に
置く様にしてチークをのせて濃い部分を作った後その周りを少しずつ
なじませる様にぼかすのがポイントです。

1. クリーミーチークカラーを中指に少
　し取り、ほほの中心部から外側に向
　かってほほ骨に沿って横長にトントン
　と置いていく。
2.１で置いたチークカラーの周りを指
　で伸ばす様にしてぼかす。

＜付け方＞ 1. ブラシを使ってリップバームを
　全体に薄くなじませる。
2. リップカラーをブラシに取り
　丁寧に輪郭を描く。
3. リップの内側部分に再度リップ
　カラーを重ねます。

＜付け方＞

中心を
作ってから
周りを伸ばす

まつげ 1本1本にボリュームを出すロング
ラッシュマスカラ。さみしい目元の方で
も、漆黒カラーが印象的な仕上がりを
叶えます。まつげをケアする天然由来
成分配合で、ハリ・ツヤもアップ。

長さもボリュームも妥協しない
漆黒マスカラ

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 ★

皮膚の薄い目元に、柔らかい感触
でラインを描くことができるペンシル
アイライナー。深みのある黒が、
目元に自信を与えてくれます。長
時間カラーをキープできるロング
ラスティング製法だから、崩れや
すい夏も安心。

するすると目元になじむ　
深みのある黒が目元を強調

alima PURE
アイペンシル　インク
¥２,５００+ 税 ★

ミネラルカラーを使用した、クリームタイプ
のアイカラー。ココナッツオイル *をはじめ
としたケア成分が豊富に入っているので、
目元のケアをしながら輝く目元を作り
ます。上品なシャンパンカラーで、ハイラ
イターとしても役立つアイテム。
＊ヤシ油（保湿成分）

ハイライトとしても！
シャンパンパールのアイカラー

頬にみずみずしいうるおいを与えてく
れる、高保湿クリームチーク。乾燥
しやすい頬を美容液成分でケアしつ
つ、ツヤのあるキレイな発色を実現。
やさしいピーチカラーで、フレッシュ
な可愛らしさを手に入れて。

やわらかなピーチで
フレッシュな可愛らしさを

MiMC
ミネラルクリーミーチーク
０２ ミスティピーチ
¥３,３００+ 税

トレンドのボヘミアンレッドを唇にまとえ
ば、一気にモード感が高まります。発色
もトリートメント効果も望むままに叶える
アリマピュアのリップに、満足すること間
違いなし！

唇ケアしながらモード感を高める
アースカラーリップ　

３色セットだから、あらゆる消したい肌トラブル
に対応。混ぜ合わせてベストなカラーに調節
も可能です。うるおい感のあるテクスチャーだ
から、肌になじんでフィットします。ブラシや
指で丁寧に仕込めば、肌質感がアップ！

指でトントン…手ごわい赤み、
シミ、ニキビ跡もカバー

Tv&Movie
モイストミネラル
コンシーラー UV
３色セット

（SPF５０+ PA++++）
¥４,０００+ 税 ★

ナチュラルなベージュベースのカラーだ
けど、天然のミネラルならではのリッチ
な色合いと透明感で、目元を華やかで
魅力的な印象に仕上げます。なじみが
よいカラーなので、肌色を選びません。

リッチなベージュが
ナチュラルに華やかさを添える

alima PURE
ルミナスシマーアイシャドウ　レオネ
¥２,２００+ 税 ★

甘いキャラメル菓子のような、ややオ
レンジ気味のブラウンカラー。きらめく
微粒子パウダーなので、さりげなく目元
に輝きを与えます。他のカラーと合わせ
てグラデーションを作ったり、エッジに
細くラインを入れるのもGood！

きらめく微粒子ブラウンで
目元に輝きをプラス

alima PURE
パールラスターアイシャドウ　タフィー
¥２,２００+ 税 ★

深みのある、赤みがかったブラウン。
落ち着いた色で、ナチュラルに目元の
陰影を際立たせます。シックでスタイ
リッシュなカラーだから、デイリーの
スマートなスタイルや夜のパーティーな
ど、あらゆるシーンで活躍しそう。

ココアのようなブラウンが
やさしく陰影を生み出す

alima PURE
サテンマットアイシャドウ　オーバーン
¥２,２００+ 税 ★

［シークレット］ リップブラシを使っ
てリップの形を描くときは、パフでリッ
プの輪郭を軽く押さえてから描くと
にじまずにキレイに描けます！

マスカラ多め

＜付け方＞
1. ①を上まつ毛の合間をうめる様に目頭か
　ら目尻に向かって引き、アイホールに下地
　として②を塗る。
2. 1 で描いたアイライナーの上に③を細めの
　ブラシを使ってをやや太めにしっかり色が
　付くように重ね、下まぶたの２／３にも入
　れる。
3. アイホール全体に④を重ねる。

4.⑤を指先にとり、上まぶたの黒目の上部
　分にしっかり押し付けるようにポンポン
　と入れます。
5. ビューラーで根元からしっかりまつ毛
　を上げた後、⑥を上下につける。最後に
　ブラシを縦にして、上まつげ目尻部分
　に２、３度塗る。

③オーバーン④レオネ

⑤タフィー

＜付け方＞
1. ①を両頬、額、あご先にのせ、
　外に向かって放射線状に指か
　スポンジで全体にのばし、明るく
　くすみのない肌に整える。
2.②をブラシか指にとり、赤みやトラ
　ブル部分を丁寧にカバー。
3. ③を全体に薄く塗り，軽いタッチ
　でツヤ肌に仕上げる。

［シークレット］コンシーラーを丁
寧にのせてカバーし，パウダー感
は控えめに。肌質を軽くツヤっぽく
仕上げましょう。

［シークレット］マスカラを２度塗りしてボ
リュームを出すことで、女性らしいエレガント
な印象の目元になります！

夏にうれしい、軽やかな付け心地。巧みに
光の反射を利用して、肌に立体感と明るさを
生み出します。フィニッシングパウダーは
付けすぎて粉っぽくなりがちですが、こちら
はサッとのせるだけで満足の仕上がりに。

ナチュラルな美肌に
光を味方につける仕上げパウダー

これ１本で紫外線をカットし、肌の
くすみや毛穴の目立ちもしっかりカ
バー。夏の崩れやすいメイクはま
ずは下地から！天然由来の成分な
ので夕方まで安心してメイクを楽
しめます。

肌に優しい優秀下地で
崩れ知らずのメイクに alima PURE

サテンフィニッシングパウダー
全２種 ［ハナエ／ケイコ］
¥３,６００+ 税 ★

Tv&Movie
ミネラルコントロールUVベース

（SPF１５ PA++）
３０mL ／ ¥４,５００+ 税 ★

一日に何度も見つめる手元。夏の太陽の
ようなサハラカラーは、眺める度に元気を
与えてくれそう。キュアバザーのネイルは、
原材料の８５％が自然由来。エコでヘルシー
にネイルを楽しめます。

強さと生命力を与えてくれる
夏らしいネイルカラー

Kure BAZAAR　サハラ
¥２,３００+ 税 ★

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

alima PURE
リップバーム　ブラックベリー
¥２,３００+ 税 ★

コスメキッチン
限定発売

rms beauty
アイポリッシュ ルーナー
¥３,８００+ 税 ★

Summer make-up moment  o f  wonder

コスメキッチン
先行販売！

コスメキッチン
先行販売！

輪郭を描いて
整った印象に
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コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

MiMC
エムアイエムシー

naturaglacé
ナチュラグラッセ

青い空にキラキラまぶしい太陽の光、蝉時雨を耳にすると、自然と溢れ出てくるアクティブな気持ち。
汗や皮脂、紫外線などのネガティブポイントに備えておけば、夏をもっともっと楽しむことができるはず！

ひと夏のドラマが始まる前に、コスメキッチンで夏支度をしましょう。

髪と素肌のための夏ケア

HAIR & SKIN
Summer Care for

しなやかでツヤのある美髪に整え
る、オイルベースのアウトバスト
リートメント。タオルドライしたあと
に揉み込むようになじませ、ドライ
ヤーで乾かします。最後に冷風を
かけるとキューティクルが引き締ま
り、髪にツヤをもたらします。
アロマエステ ヘアエマルジョン
６０mL ／ ¥２,５００+ 税 ★

ドライヤー前の
ひと手間で
ダメージヘアが変わる

頭皮になじませてマッサージし、クレンジング。
毛穴汚れをスッキリ落とし、すこやかな頭皮
環境に整えます。また、パサつくダメージヘ
アになじませれば、うるおいで満たしツヤと輝
きをゲット！洗い流さないトリートメントとしても
つかえるマルチオイル。
アロマエステ ディープトリートメントオイル

（ヘア＆スキャルプ）
１２５mL ／ ¥３,８００+ 税 ★

毛穴汚れを浮かせてオフ！
傷んだ髪にツヤと輝きを

紫外線に過剰な皮脂と汗…夏は髪
にとっても過酷なシーズン。専用ジェ
ルで詰まりがちな頭皮をきちんとケア
すれば、あとあと髪の悩みで苦しまず
にすむはず！洗髪前の頭皮クレンズ
を、今年から習慣にして。
アロマエステ スキャルプ
クリアクレンジングN
１５０mL ／ ¥２,０００+ 税 ★

髪の運命に差がつく！
本気の頭皮ケアは
夏に始めて

肌と同じように、頭皮もスキンケアをすることで
美髪が生まれます。水分とハーブエキスをたっ
ぷり補い、うるおいと弾力に満ちた健やかな頭
皮に導いてくれるローション。とくに、髪の分
け目が気になる方におすすめ。
アロマエステ スキャルプトーニングローション
１６０mL ／ ¥３,５００+ 税 ★

美髪を育む頭皮へ
スキンケアでうるおいと弾力を

皮脂や汗で不快感 MAX の夏の頭皮には、ヘアソー
プ８０がオススメ。オーガニック植物成分とハーブエ
キスがすっきり洗い上げ、髪を美しく保ちます。エッセ
ンシャルオイルによるスーッと感がたまらないシャン
プーです。
アロマエステ ヘアソープ８０
３００mL ／ ¥２,０００+ 税 ★

夏の不快感をスッキリ！
爽やかな頭皮と美髪に

ダメージを受けやすい夏の髪を、毛先まで補修
して保護するヘアマスク。シャンプー同様、清
涼感が心地よく、夏のヘアケアが楽しくなります。
ダメージが気になる方は、髪になじませた後ヘ
アキャップやホットタオルで３～５分蒸らして。
アロマエステ ヘアマスク８０
２３０g ／ ¥２,０００+ 税 ★

傷んだ毛先まで補修
ミントが心地よいヘアマスク

デリケートなお子さまの肌こそ、しっ
かり守ってあげたいもの。３歳から使
えるこのサンスクリーンは、紫外線
吸収剤不使用、成分にこだわった
設計なので、ママにもうれしい。ス
ピーディーに伸ばしやすく、保湿もし
てくれます。

お子さまこそUV 対策を
安心のナチュラル
サンスクリーン

紫外線を防ぐミネラルパウダーは、スキ
ンケア効果の高い酸化亜鉛 * のみを採
用。植物由来の保湿成分で、デリケー
トなベビーの肌をケアしながらUV カット！
肌荒れを防ぐ設計にこだわっているから、
生後すぐに使えます。
＊酸化亜鉛（紫外線散乱剤）

生後０か月からOK！
赤ちゃん思いの日焼け止め

白浮しにくく、なじませると自然な肌色に。植物由
来のうるおい成分をたっぷり配合しているのも、
うれしいポイント。デイリーに使いやすい、デリ
ケートな肌の方にもおすすめの日焼け止めです。
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 ★

白浮しにくく肌がうるおう
毎日心地よく使えるUV

SHIGETA とメイクアップアーティスト・早坂香須
子氏が共同開発したアイテム。スキンケアとメイク
のプロがタッグを組んだだけあり、スキンケア効
果、紫外線カット力、メイクの仕上がり、どこにも
妥協がありません。肌ツヤを出しながらも、さらり
とした仕上がりです。

1 本でスキンケアとメイクが完了
仕上がりに妥協なし

持ち運びやすいポンポンタイプの日焼け止
め。メイクの上から何度重ねてもムラなく付
き、いつでも手軽に塗り直すことができます。
色は明るいベージュなので、ファンデや仕
上げパウダーの代わりとしても使えます。

ポンポン手軽なUV カット
ファンデの代わりにも

肌のことを徹底的に追求し、不要な成分を排除
して作られたファンデ。紫外線カット剤として配
合するミネラルは、天然由来成分でコーティング
するなど、こだわりが詰まっています。夏にうれし
い軽やかな仕上がりで、カバー力も文句なし！

軽やかなのにカバー力あり！
こだわりぬかれたファンデーション

アウトドアやスポーツ時に優秀な日焼け
止め。紫外線吸収剤フリーで植物由
来成分にこだわりながらも、ウォーター
レジスタンス持続時間 * 目安８０分と優
秀です。肌がデリケートでウォータープ
ルーフUV が苦手だった方にも。
＊汗や水（プールなど）に耐える時間

汗水に強く崩れにくい UV
アウトドアのお供に！

HAIR
CARE

SUN
CARE

for
BABY

頭皮
ケア

頭皮
ケア

頭皮
ケア

季節
限定発売

for
KIDS

La CASTA
ラ・カスタ

SHIGETA
シゲタ

amritara
アムリターラ

goddess
garden

ゴッデスガーデン

ベビー ナチュラル
サンスクリーン
１００mL
¥３,０００+ 税 ★

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 ★

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 全４色　（SPF５０＋ PA＋＋＋＋）

［M1ベリーライトオークル／M2ライトベージュピンク／M3ラ
イトオークル／M4ナチュラルオークル］
レフィル１０g ／各 ¥４,６００+ 税
専用コンパクトケース（パフ付）  ¥１,１００+ 税 

美容液成分８２％と高配合なのに、カ
バー力は秀逸。夏とくに気になるテカリ
やくすみを抑え、セミマットに仕上げます。
シルクのようなサラ肌で、暑い日も快適！

テカリやくすみを
カバーするBB
夏肌もシルク肌に

ピュアBBクリーム
（ライトベージュ／ナチュラルベージュ）
２２mL／¥２,８００+ 税 ★

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 ★

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 ／各 ¥３,１００+ 税 ★

スーパーミネラルパウダー
サンスクリーンB
ニュートラルライト
７.１g ／ ¥６,０００+ 税

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売
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日 ひ々たむきに頑張るあなた。肌や髪などの表面的なお手入れはルーティン
になっていても、からだや心の見えない部分までのケアは忘れがち。辛さを
感じるよりも前に身近に相談できる、ふらっと立ち寄ってほしい場所。それが
コスメキッチン ＆ ナチュロパシーです。多忙な日々のなかでも、内なる声に
耳を傾けて、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
分を大切にする為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。

NEW SHOP

コスメキッチンでも大人気のブランドから、
サマーケアに優秀なアイテムを詰め合わせたキットが限定登場！
通常よりお得にお求めいただけるので、SOLD OUT 前にいち早くゲットして。
過酷な環境にさらされる夏の髪と肌を、惜しみなくケアしましょう。

LIMITED SUMMER KIT

この夏も限定登場！
コスメキッチンのサマーキット

ココナッツオイル *１とブラックベリー*２が、パサつきや枝毛で悩むダメージヘアを芯か
らケア。うるおいで満ちたなめらかな髪に導きます。ふわっと漂うココナッツの香りは、
夏らしくて気分もアップ！
＊１ ヤシ油（保湿成分） ＊２ （保湿成分）

giovanni　ダメージ補修キット　¥５,９００+ 税 ★
［２chicダメージシャンプー&コンディショナー 各２５０mL ／ダメージヘアセラム ８１mL］

01. スーパーフードが傷んだ髪を芯からケア
ジョヴァンニのベストセラー。髪の美容液と、泡立ちのよい保湿シャンプー＆コンディ
ショナーがセットになりました。シルクのような手触りとツヤのある仕上がりで、支持
されていることに納得。自身の髪の可能性に気づいて！
giovanni　ベストセラーキット　¥４,９００+ 税 ★

［スムーズアズシルク モイスチャーシャンプー &コンディショナー 各２５０mL ／フリッズ ビ゙ー
ゴーン スムージングヘアセラム ８１mL］

02. ベストセラーに納得。理想の髪に一歩ずつ近づいて

フレッシュなレモネードの香りのボディスクラブが、不要な角質を落として肌をキュッと
引きしめます。キューカンバーのボディウォッシュとボディミルクローションを合わせて
使えば、肌の露出が多くなる夏もボディに自信！
giovanni　フレッシュレモネードキット　¥４,５００+ 税 ★

［ソルトボディスクラブ ２６０g ／モイスチャライジング ボディウォッシュCS ３１０mL ／
ボディミルクローションCS ２５０mL］

03.レモネードの香りに癒されながらボディをキュッ！
紫外線などによって肌のトーンが暗くなりがちな夏は、気合いを入れてブライトニング
ケア * を。月明かりのように輝く肌を目指す『ムーンライトシリーズ』全アイテムが、お得
なキットに！完売前に、いち早くお求めを。
＊ うるおいを与えて透明感をもたらす

La Clarée　ムーンライトトータルキット　¥１２,０００+ 税 ★
［ジェントルクレンジングミルク １５０mL ／ムーンライトトナー １５０mL ／ムーンライトセラム 
１５mL ／ムーンライトフェイスマスク ２０mL×1枚／ムーンライトフェイスクリーム ７mL ／
ラディエンス フェイスマスク ７mL］

04. 夏のダメージも余裕！ トータルブライトニングケア*

コスメキッチンから新業態が誕生！
Cosme Kitchen & Naturopathyで
内なる心のケアを

コ ス メ キ ッ チ ン  ア ン ド  ナ チ ュ ロ パ シ ー

＜SHOP INFO>
Cosme Kitchen & Naturopathy
NEWoMan 新宿 M２F
OPEN １１：００～２２：００

全て
コスメキッチン
限定発売 !

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 ★

フランキンセンス＆ローズ
モイスチャートナー

１００mL ／ ¥４,９００+ 税 ★

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 レジン
１８g ／ ¥２,３００+ 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＆パルマローザ
モイスチャークリーム

５０g ／ ¥８,７００+ 税 ★

英国の本格アロマブランドとコスメキッチンがタッグ
を組んで、こだわり抜いて作り上げたスキンケアライン。
エイジングケア *１によいとされるフランキンセンス *２
をベースに、精油や植物由来成分を巧みに配合。
肌本来の美しさを取り戻す、ラグジュアリースキンケア
です。 ＊１ 年齢に応じたケア　＊２ ニュウコウジュ油（保湿成分）

フランキンセンスの力を感じる
こだわりのスキンケア

ビバリーヒルズ発！コスメキッチンヘアケア
部門売り上げ No.1 ブランドのジョヴァンニ
から、シャンプーとコンディショナーのビッグ
ボトルが登場。大容量でお得！この機会に
集中ケアして美髪を手に入れましょう！

BIG SIZE

ジョヴァンニから
大容量のビッグボトル
数量・期間限定発売！ 2chic シリーズ

全８種　各７１０mL

Ecochic シリーズ
全６種　各１,０００mL

6.30Thu
まで

6.22 wed
数量限定

発売 !

コスメキッチン
ビープルバイ
コスメキッチン
限定

P19P18
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※★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。

★WEB STORE でも一部アイテム取扱い中



COSME KITCHEN
JOURNAL

Summer Edition

2 016

Cosme Kitchen offers natural beauty products,
which make lives happier.

Tel : 076-256-0889 /OPEN 10 :00-20:00金沢Rinto店 石川県金沢市木ノ新保町1-1 1F

New Open!

Tel : 048-782-8869/OPEN 10 :00-21:00ルミネ大宮1店 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ大宮店 ルミネ1 2F

Tel :03-4336-8216 /OPEN 11:00-21:00

Tel :06-4860-6465 /OPEN 10:00-21:00

渋谷モディ店 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ1F

ららぽーとEXPO CITY店 大阪府吹田市千里万博公園 ららぽーとEXPO CITY 2F

Tel : 092-235-7400 /OPEN 10 :00-20:30福岡パルコ店 福岡県福岡市中央区天神２丁目11-1 福岡PARCO 1F 
Tel : 022-253-6225 /OPEN 10 :00-21:00エスパル仙台店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目1-1 エスパル仙台 東館 2F
Tel : 03-6380-1448 /OPEN 11:00-22:00NEWoMan新宿店（Cosme Kitchen&Naturopathy） 新宿区新宿4-1-6 NEWoMan M2F
Tel : 03-5475-8648 /OPEN 10:00-21:30アトレ恵比寿店 渋谷区恵比寿南1-6-1 アトレ恵比寿 西館 2F

New Open!

（金・土10：00-21:00）
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