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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 

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:022-253-6225/ OPEN 10:00-21:00
アトレ松戸店 千葉県松戸市松戸１１８１ アトレ松戸 ３F Tel:047-710-7037/ OPEN 10:00-21:00

札幌ステラプレイス店 北海道札幌市中央区北５条西２丁目 ステラプレイスセンター B１F Tel:011-209-5547/ OPEN 10:00-21:00

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
代官山駅前店 東京都渋谷区代官山町１９-４ 代官山ビル １F Tel:03-5428-2733/ OPEN 10:00-20:30
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 １F Tel:03-6434-1743/ 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 Tel:03-4336-8216/OPEN 11:00-21:00
ラフォーレ原宿店 東京都渋谷区神宮前１-１１-６ ラフォーレ原宿 １．５F Tel:03-6434-0995/OPEN 11:00-21:00
アトレ恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿南１-６-１ アトレ恵比寿 西館 ２F Tel:03-5475-8648/ OPEN 10:00-21:30

NEWoMan新宿店（Cosme Kitchen&Naturopathy） 東京都新宿区新宿４-１-６ NEWoMan M２F Tel:03-6380-1448/ OPEN 11:00-22:00
ルミネ新宿１店 東京都新宿区西新宿１-１-４ ルミネ新宿１/２F Tel:03-6302-0490/ OPEN 11:00-22:00
ルミネ池袋店 東京都豊島区西池袋１-１１-１ ルミネ池袋B１F Tel:03-5391-0390/ OPEN 11:00-21:30
玉川髙島屋S・C店 東京都世田谷区玉川３-１７-１ 玉川髙島屋S・C/南館３F Tel:03-6805-7063/ OPEN 10:00-21:00
アトレ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺南町１-１-２４ アトレ吉祥寺２F Tel:0422-22-1981/ OPEN 10:00-22:00
ルミネ立川店 東京都立川市曙町２-１-１ ルミネ立川 ３F Tel:042-512-7881/ OPEN 10:00-21:00

越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン４-２-２ イオンレイクタウンkaze ２F Tel:048-940-3121/ OPEN 9:00-22:00
ルミネ横浜店 神奈川県横浜市西区高島２-１６-１ ルミネ横浜２F Tel:045-620-2646/ OPEN 10:00-21:00

グランツリー武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東３-１１３５-１ GRANDTREE 武蔵小杉 １F Tel:044-982-3211/ OPEN 10:00-21:00

京都藤井大丸店 京都府京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町６０５ 藤井大丸 １F Tel:075-253-1273/ OPEN 10:30-20:00
（館の営業時間に準じる）

阪急三番街店 大阪府大阪市北区柴田１-１-３ 阪急三番街 南館 B１F Tel:06-4256-6658/ OPEN 10:00-21:00

心斎橋OPA店 大阪府大阪市中央区西心斎橋１-４-３ 心斎橋OPA １F Tel:06-6121-6884/ OPEN 11:00-21:00
ららぽーとEXPO CITY店 大阪府吹田市千里万博公園２-１ ららぽーとEXPO CITY ２F Tel:06-4860-6465/OPEN 10:00-21:00
岡山一番街店 岡山県岡山市北区駅元町一番街地下 Tel:086-238-3309/OPEN 10:00-20:00

盛岡FEZAN店 岩手県盛岡市盛岡駅前通り１-４４ フェザン １F Tel:019-656-7841/OPEN 10:00-20:30

マルヤガーデンズ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市呉服町６-５ maruya gardens １F Tel:099-248-7791/OPEN 10:00-20:00

ルミネ荻窪店 東京都杉並区上荻１-７-１ ルミネ荻窪 1F Tel:03-6276-9696/OPEN 10:00-21:00
町田マルイ店 東京都町田市原町田６-１-６ 町田マルイ ３F Tel:042-860-6552/OPEN 10:30-20:30
大宮ルミネ１店 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０番地 ルミネ大宮１/２F Tel:048-782-8869/OPEN 10:00-21:00
横浜相鉄ジョイナス店 神奈川県横浜市西区南幸１-５-１ 相鉄ジョイナス ２F Tel:045-620-2880/OPEN 10:00-21:00
ラスカ小田原店 神奈川県小田原市栄町１-１-９ ラスカ小田原 ３F Tel:0465-20-3933/OPEN 10:00-20:30
金沢百番街Rinto店 石川県金沢市木ノ新保町１-１ 金沢百番街Rinto １F Tel:076-256-0889/OPEN 10:00-20:00

天神地下街店 福岡県福岡市中央区天神２丁目地下２号東４番街２２１ Tel:092-724-3693/OPEN 10:00-20:00
博多アミュエスト店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号 博多アミュエスト １F Tel:092-409-9088/OPEN 10:00-21:00

京都 the CUBE店 京都府京都市下京区鳥丸通塩小路下ル東塩小路町９０１京都駅ビル 京都the CUBE B２F Tel:075-746-5484/OPEN 10:00-20:00
（金・土 10:00-21:00）

天王寺ミオ店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０-４８ 天王寺MIO プラザ館 １F Tel:06-6777-5735/ OPEN 10:00-21:00

名古屋ラシック店 愛知県名古屋市中区栄３-６-１ LACHIC ４F Tel:052-259-6492/ OPEN 11:00-21:00
名古屋パルコ店 愛知県名古屋市中区栄３-２９-１ 名古屋パルコ 西館１F Tel:052-265-7611/ OPEN 10:00-21:00

ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５-１ ららぽーと横浜 １F Tel:045-414-2416/ OPEN 10:00-21:00

ラゾーナ川崎店 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 Tel:044-874-8508/ OPEN 10:00-21:00

ルミネ大宮２店 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０ ルミネ大宮２/３F Tel:048-780-2751/ OPEN 10:00-21:00

ルミネ有楽町店 東京都千代田区有楽町２-５-１ ルミネ有楽町１/１F Tel:03-6273-4450/ OPEN 11:00-21:30
（土・日・祝 11:00-21:00）

阪急うめだ本店 LUXE店 大阪府大阪市北区角田町８-７ 阪急うめだ本店 ２F コスメキッチン LUXE Tel:06-6313-7930/ OPEN 10:00-20:00
（金・土 10:00-21:00）

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）

コレド日本橋店 東京都中央区日本橋１-４-１ COREDO日本橋３F Tel:03-5203-2210/ OPEN 11:00-21:00
（日・祝 11:00-20:00）

天満屋福山店 広島県福山市元町１-１ １F Tel:084-927-2145/OPEN 10:00-19:00
（土 10:00-19:30）

ルミネエスト新宿店（BIOPLE tokyo by cosmekitchen) 東京都新宿区新宿３-３８-１ ルミネエスト新宿 B２F Tel:03-6274-8312/ OPEN 11:00-22:00
（土・日・祝 10:30-22:00）

SNS&BLOG
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ただいま毎週月～木で、コスメキッチンのラジオ番組を
J-WAVE（81.3FM）にて放送中！

『Cosme Kitchen ORGANIC CONCIERGE』

「GOOD QUALITY OF LIFEのヒントを探る」をテーマに、ネイチャー、アウトドア、食、健康、リラクゼーション、
旅、アート＆カルチャーなど様々なステージでナチュラルなライフスタイルを送るゲストを迎え、暮らし
の中で「大切にしていること」「人とのつながり」「自然とのつながり」などさまざまなお話をお伺いします。
ビューティーだけにとどまらず様々なジャンルの方々のオーガニックライフについて伺います！ぜひチェックを。

http://cosmekitchen. jp/radio/

〈毎週月～木 14:15～14:20〉







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～

 

〈第４章〉
まずは感動できる心を持つこと。それが第六感の目覚めにつながる

雷に打たれたような衝撃……そんな言い方があるけれど、あなたはそういう感覚を知っているだろうか？
ある有名なヴァイオリニストは、５歳の時にヴァイオリンの演奏を初めて聴いて、それこそ “雷に打たれた
ような衝撃” を受け、自分でもそれを弾いてみたいと親に懇願したのだという。それは確かに、自分の
未来を直観する “天才的な閃き” に違いないけれど、人にはそこまでの感受性が備わっていること、まず
知ってほしいのだ。子供の心にさえ強い衝撃をもたらし、抑え切れない衝動をもたらす感性……それも
また第六感なのだって。

５歳の子供が感じた“雷に打たれたような衝撃”とは、言うまでもなく“心が震えるような感動”を意味して
いる。年齢を問わず、経験を問わず、素直に感動できる心があるかないか、それが人生をも左右すること
を裏づける話。感動する心こそ、第六感の始まりでもあるのだ。

私はコスメキッチンで、“フラワーセラピー”という植物療法に出合った。肌に植物のエキスを塗るお手
入れとも、また嗅覚に働きかけるアロマセラピーとも違う。花々のエネルギーを転写させた液体を、舌下
に数滴たらすことで感情をコントロールして、自信や勇気、安らぎや優しさ、そして幸福感といったソリュー
ションをもたらすマインドケア。もちろん心に働きかけて、人を見た目にも輝かせる究極の美容でもある
わけだが、そもそもが感情を“お手入れ”する美容は、花が送り出す波動を受け止める感性がないと
効かない。波動を効果に変えるのが、第六感なのだ。
自然と交信する能力こそが第六感と言ってもいい。五感を超える、その優れた感受性をちゃんと研ぎ
澄ませ、覚醒させてこそ意味を持つ美容なのだ。

だから改めて聞きたい。あなたは感動する心を持ってるだろうか？それこそ今まで雷に打たれたような
衝撃や感動を覚えたことがあるだろうか？

かくして、感動する心を持っているかどうかで人生の充実度はまったく変わってくる。欲しいものを全て
手に入れても、感動する心がなければ豊かな人生にはならないはずで、感動は生きていく上で、じつは
最も大切なもののひとつ。何でもいい。音楽や小説や映画やスポーツに心を震わせ、感動すること。
胸を熱くすること。

そういう感動力こそ、第六感の源。まずはもっと自分を感動させることから始めてほしい。第六感にキラ
めくような目覚めを感じるまで。

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）など多数。
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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。10 11

夜が明けて、夜が更ける…その度にキレイになる人へ

一日のリズムをどう生きるか？   その個人差がキレイの差に

なると言ってもいいほど、朝と夜へのアプローチは、美容に

おいて重要な決め手。言うまでもなく朝は、一日の外敵から

自分を守り、夜は受けたダメージを消し去り、整える。そ

の繰り返しが上手に行えれば、人は生涯美しさを保つはず。

花々が朝を感じて咲き誇り、夜を感じて眠るように。だから

夜が明けて、夜が更ける、地球の営みを感じながら生きて

欲しい。そうすれば朝と夜が来るたびに、人はキレイになる…

それがナチュラルコスメの願いである。

露出の多い季節を終え、
ボディーの肌には明らかに
“くたびれ老化” の兆し。

秋口のうちに
メンテナンスしておかなければ

ボディ

魂の入らないルーティーンに
なってしまいがちなヘアケア。
そこに丁寧な一手間、

丁寧な商品選びを加えることで、
顔の表情まで輝かせるのが、

真の美容

ヘア

今やインナーケアは、
カラダの為だけじゃない、
肌だけのものでもない、

ココロから立ち上がるためにこそ
続けるべきもの。

“生きるお守り” として

インナーケア

毎日毎日のお手入れは最低限のものにして
“その代わり”

オフの日に心おきなく思いっきり美容する、
そういうスペシャルケアの
あり方があってもいいはず

スペシャルケア

まさに朝と夜のアプローチを
変えることで

肌はもっともっと生き生きする。
夜明けとともに起き、夜更けと共に眠る、
それが究極の美容なのだから　

スキンケア

ボディミルクとしてテクスチャーから仕上がり
まで、何ともこなれた傑作。肌に溶けていくよ
うに馴染むかと思えば、ベルベットの如き肌に
仕上がり、その手際の良さは驚くほど。不飽和
脂肪酸たっぷりの月見草オイル * は今トレン
ドだが、夜咲く花のオイルは睡眠美容にもっ
てこい。翌朝、手が吸い付く美肌を目指す。
＊月見草油（保湿成分）

WELEDA
イブニングプリムローズ ボディミルク
２００mL／¥３,５００+税 ★

うっとりするほど良い香りに癒されながらのヘアマスク
は、至福。こうしたものは、ついついシャンプーと
一緒に流れで買ってしまうが、これは “単品買い”
してもこだわり続けるべき名品。ゴワゴワ髪が
トロンとした、しっとり髪になる仕上がりが見事。
夏場、日焼けで髪を傷めた人にぜひ。
giovanni　２chic ダメージ　ヘアマスク
１５０mL／¥２,５００+税 ★

ダントツ売上ナンバーワンと聞いて納得！ 
何と言っても、髪用ながら基本どこにでも使える
オールパーパス。特にリップに使うといわゆる
リップクリームよりも使い勝手が良かったりする。
なめらかなベース、ほのかな柑橘系の香り、程よく
固まり硬くならないセット力は秀逸。小ぶりも魅力だ。
唇や爪、瞼にも美しい艶出しトリートメントとして。
product　オーガニックヘアワックス
４２g／¥１,９８０+税 ★

数十万年前から蓄積されてきた森の泥をそのまま詰
めた自然の恵み。２００種以上の花や樹木、苔な
どが自然に朽ちて発酵。想像を絶するほど豊富な
ミネラル分を含んでる。だから内容成分は、水と泥炭
のみ！入浴料として使えば温泉に何日もいたかのよう。
ボディマッサージに使えば、まるでエステ帰りの肌。
Frantsila  ピートトリートメント 
５００mL／¥９,８００+税

まだクリームが肌に重く感じる季節、これはむしろ
肌に水を感じるほどみずみずしい、非常に心地よ
く柔らかな、生クリームのような一品。でも中身は
高機能。ローズヒップオイル*１、ボリジオイル*２が、
翌朝にはもう透明感とハリを見せてくれるほど、手
応え鮮やか。ともかくどんなに疲れた夜も自然に手
が伸びてしまうような引力を持っている。
＊１ ローズヒップ油（保湿成分） ＊２ ルリジサ油（保湿成分）

THE AROMATHERAPY COMPANY
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 ★

なぜ 1 回ずつカプセルに？これは使う直前まで
シードオイルの鮮度を保つため。じつはちょっと
多めの一回分を上手に使いきることも、効果に
つながるはず。使うたびに1粒分ずつ、手に取る
ときのときめきも実は重要。手応えの早いローズ
ヒップオイル * が肌にハリツヤを与えていくような
実感もうれしい。
＊ローズヒップ油（保湿成分）

martina　インテンシブフローラルオイル
４０粒入り／¥７,８００+税 ★

夜寝る前のハーブティーを日課に
すると、本当に朝から気分がいい。
特にこうした体を温めるハーブのお
茶を選ぶと、芯から体が温まり、と
ても質の良い眠りがやってくる。また
一面的ではない働きが有り難い。高
ポリフェノール、リラックスとお茶の
底力を思い知るはず。
HERBORISTERIE
シングルティザンヌ　赤ブドウ
１００g／¥３,２００+税 ★

フェイスオイルはまさにその人その人の好みが明
快にあり、相性の良いオイルに出会えた幸せは
格別のもの。そういう意味でぜひ出会ってほしい
のがこのオイル。肌と見事に一体化する馬油 *１
が主役。特に洗顔後すぐに使うことで、肌に驚く
ほどぐんぐんと入っていく*２。その日の化粧ノリの
良さも、また女の幸せの1つだからこそ、ぜひ。
＊１ 保湿成分　＊２ 角層まで

TV&MOVIE  ホースアクティブエイジ オイル
３０mL／¥７,２００+税 ★

目覚めの “ひと吹き” がクセになる、涼やか
で微細な霧。青臭さが全くない、ブルガリ
アンローズの香り。胸元にかけてもむせな
いミストは、うなじから背中、デリケートな部
分にも隈なくかけてしまいたい。もちろんお
風呂上がりのクールダウンにも。キメが整い
つつしっとりするが、むしろ “1日を機嫌良く
始めるための儀式” の一本として常備を。
SHIGETA　AWローズウォーター
１００mL／¥３,２００+税 ★

ますます重要視されるオメガ３とオメガ６
をベストバランスで配合したウドズオイ
ル。これを日々上手に取り入れる人が
美しいと、もっぱらの評判。サラダや
パンなどにかけていただく習慣が知らず
知らず元気をくれ、冴え冴えした表現
に導いてくれる。つやつやのまま痩せた
い人は、ぜひダイエットに取り入れて。
FLORA　ウドズ・オイルブレンドオメガ３&６
２５０mL／¥３,８００+税
５００mL／¥６,１９０+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

ヘッドスパの名の通り、頭皮への当たりが抜群。
柔らかすぎず硬すぎないギャップが頭皮を気持ちよく
刺激してくれる。夜のブラッシングは、頭が軽くなる
だけでなく、顔のマッサージ効果もあるのではと思わ
れるほど、顔色まで明るくなったりする。良いブラシは、
良いブラッシングをもたらし、思いがけない効果を出
してくれるものなのだ。

La CASTA  
ヘッドスパ ARATOGIブラシ
¥２,５００+税 ★

何と１７種類ものフルーツの栄養を摂ることができる
タブレットスムージー。何だか体の中からハツラツな
自分が立ち上がるようなスーパーフードのブレンド的
な役割を果たしてくれるサプリメント。ともかくこういう
ものは毎日続けること。気まぐれではいけない。
お守りのように、またお祈りのように続けることで本気
の健康がやってくる。

THE SYNERGY COMPANY
ベリーベリープレミアム(カプセル）
４０粒／¥２,８００+税 ★
１２０粒／¥５,９００+税 ★
３６０粒／¥１５,２００+税 ★

洗練されたオイルほど、様々な使い方
ができるのが魅力。マッサージにスチーム
バス、マスクの前など、いろんなシーン
でこのオイルの素晴らしさを満喫できる。
ホホバ*１、アルガン*２、スイートアーモン
ド *３などオーガニックオイルのブレンド
は、上質。スペシャルケアとしての使い
方でこのオイルをぜひマスターしたい。
＊１ ホホバ種子油（保湿成分） 
＊２ アルガニアスピノサ核油（保湿成分） 
 ＊３ アーモンド油（保湿成分）

F organics　リッチバランシングオイル
２０mL／¥５,２００+税 ★

言うまでもなく３３の精油と７つのハーブエキスの
ブレンド。こうしたエッセンシャルオイルの醍醐味は、
ブレンドの妙が思いもよらない効果をもたらすこと。
「奇跡の雫」とも呼ばれる傑作なのに、ミント系の
香りは意外にもスッキリしていて、あなたもきっと
ハマる。直接肌につけるのも可能なタイプだから、
時間を問わずにキレイの覚醒効果を味わえる。

nahrin　ハーブオイル３３＋７ 
１５mL／¥２,７００+税 ★
５０mL／¥５,９００+税 ★

セルライトが目立つと、それだけで見た目に
何とも巡りが悪そう。特にヒップから太ももへの
もたつきは、人に見せなくたって許せない。この
クリームは肌に吸い付くようにこっくり伸びて
自然にマッサージできてしまう。なのに収ま
ると全くべたつかないから不思議。むくみ
やすい、もたつきやすい場所ならどこにでも。

INTIME ORGANIQUE by le bois
ヒップ＆レッグケアクリーム
１００g／¥５,０００+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
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第 六 感 で 感 じ る フ レ グ ラ ン ス
目を閉じて、ゆっくりと息を吸い込んで。すうっと体に入った瞬間ときめく香りは、今のあなたを満たしてくれるパートナー。

第六感で出会えたフレグランスは、心もからだも幸福感で包み込んでくれるでしょう。

今季コスメキッチンに仲間入りしたナチュラルなフレグランスたちは、植物の持つパワーや自然と調和する喜びを全身で感じさせてくれます。

見て触って嗅いで感じて、今求めている香りを探してみて。

あなたの中に眠る、凛とした女性らしさが目覚
める香り。ローズとゼラニウムが、ただ可愛い
だけじゃない、内なる女性性を引き出します。
デート前にまとえば、自然と自信が湧いてくるはず。
ミステリアスローズ
３０mL／¥３,３００+税 ★ 
ミステリアスローズ ロールオン
1０mL／ ¥１,９００+税 ★ 

女性らしさが目覚める
デート前にぴったりの香り

トップノートのベルガモットとシトラスが安らぎを
もたらし、徐 に々香り立つシダーがまるで森林浴
をしているかのように心をほぐしてくれます。香り
に包まれながら、自分らしさが徐 に々戻ってくる
のを感じて。
ベルガモットロータス
３０mL／¥３,３００+税 ★ 
ベルガモットロータス ロールオン
1０mL／ ¥１,９００+税 ★ 

自分らしさを取り戻したい…
せわしい社会でがんばる方に

すっきり起きられなかった朝でも、一吹きで
たちまちにエネルギーを感じるミスト。リフ
レッシュしたいとき、お出かけ前など、レモンと
シダーの香りが爽やかな気持ちにしてくれます。
セージグリーン ボディミスト
１００mL／¥２,０００+税 ★  

目覚めの一吹きで
一日を爽やかにスタート 一日がんばったら、『フルーティーナイト』と共に

くつろぎタイムを。穏やかに気持ちを解きほぐす
グリーンアップルやメロンの香り、バニラのやさしい
甘さに包まれながら休めば、うっとりリラックス
できます。
フルーティーナイト ボディミスト
１００mL／¥２,０００+税 ★ 

うっとりリラックス
がんばる人のくつろぎタイムに

人を包み込むような優しさを持ちたいとき、
フレッシュなオレンジの香りとジャスミンや
バニラなどの華やかな南国の香りのコンビ
ネーションが、心を導いてくれます。明るい
気持ちになって、心に余裕が持てそう。
ティアレバニラ　
３０mL／¥３,３００+税 ★ 
ティアレバニラ ロールオン
1０mL／ ¥１,９００+税 ★ 

明るく華やかな香りで
心がほっこり優しくなれる

気分が上がらないとき、素直になれず苦しいとき、『ネロリ
ハーモニー』を付けて深呼吸をし、ゆったりとした時間
を過ごして。ネロリとシトロンが気持ちを落ち着かせ、オレン
ジとローズの甘くやさしい香りが心に響きます。
ネロリハーモニー　３０mL／¥３,３００+税 ★ 
ネロリハーモニー ロールオン　１０mL／¥１,９００+税 ★ 

落ちこんでモヤモヤする日も
穏やかな気持ちに

がんばりたい日、やる気を出したいときには、
『インテンシブバニラ』を。オレンジやピーチ、
バニラが気持ちを高め、ユリ、パチュリなどの
エキゾチックな香りが一日をアクティブに導きます。
インテンシブバニラ ボディミスト
１００mL／¥２,０００+税 ★  

パワーがみなぎる香りで
充実のアクティブDAYを

輝く個性、自分らしさを表すダイアモンドエッセンス７人の
キャラクターすべてをひとつにリフトアップする愛という光輝
く存在の香り。ヘリクリサム、ローズ、バニラをメインと
した香りで、大きな愛に包まれたような幸福感をもたらし
ます。甘美な香りです。
captivate perfume [love]
1０mL／ ¥３,６９５+税 ★ 

愛に満ちたスウィートな香り
女性らしくありたいときに

神秘的なパワーを感じるディープミルクティーの香り。
嗅ぐと守られているような安心感を得られます。「大丈
夫」と自分に言い聞かせたいとき、運命や現状に不安
を感じるとき、お守り代わりに携帯して。
captivate perfume [hero]
1０mL／ ¥３,６９５+税 ★  

支えが欲しい日はディープ
ミルクティーの香りに守られて

夢や魅力、可能性を開花させるような、希望と喜びに
満ちたフラワーコットンの香り。一歩前に進むきっかけ
を生み出し、新たなスタートを応援してくれるパフュー
ムです。
captivate perfume [dreamer]
1０mL／ ¥３,６９５+税 ★  

フラワーコットンの香りで
新たな魅力や希望が花開く

ポジティブな気持ちでがんばりたいとき、聡明に物事を
進めたいとき、フランキンセンス、カモミールジャーマン、
スパイクラベンダーなどのフレッシュフルーツフラワーの
香りが気分をスッキリさせてくれます。
captivate perfume [journalist]
1０mL／ ¥３,６９５+税 ★  

聡明でありたいときに
フレッシュな花々の香りを

フェンネルスウィート、ゼラニウム、ペパーミントなど、
喜びや安堵を感じる柑橘グリーンフラワーの香り。バイ
タリティいっぱいにがんばりたいとき、リフレッシュしたい
ときに、開放感を感じて。
captivate perfume [passionist]
1０mL／ ¥３,６９５+税 ★  

喜びをもたらす柑橘グリーンで
開放的で明るい気分に

自分らしくブレずに進み続けたいときにプラスになる、
ネロリ、マートル、ローズマリーをメインとしたフルーティー
スパイスの印象的な香り。個性を極め、自由を表すパ
フュームです。
captivate perfume [bohemian]
1０mL／ ¥３,６９５+税 ★   

個性と自由を感じられる
フルーティースパイスの香り

強さも欲しいけれど、繊細な感性も忘れたくない。自分も
他人も尊重したいとき、内面から魅力を高めたいとき、
そっとヒントをくれる、サンダルウッドやラベンダー等を
ブレンドした香りです。
captivate perfume [beautist]
1０mL／ ¥３,６９５+税 ★  

強さと繊細さを併せもつ
美しく魅力的な女性へ

アコレル

肌と環境に配慮しナチュラルにこだわった、
仏発のフレグランスが日本本格上陸！
オーガニック認証取得済みで安心。

サリー ビューティズム

輝く肌、心身へ届く新型パフューム。
今選んだ香りでパフュームリーディング、
肌につけると独自の香りに錬金。 No. 2 . 9

Scent：ヘリクリサム、ローズ、バニラ、シダーウッド
アトラス、ラベンダー、パルマローザ、オレンジスウィート

No. 0. 5. 7
Scent：ジャスミン、ベルガモット、ゼラニウム、
パルマローザ、ラベンダー、オレンジスウィート

No.１
Scent：イランイラン、スウィートマージョラム、マンダリン
シダーウッドアトラス、ベルガモット、パルマローザ、ラベンダー

No.５
Scent：フランキンセンス、カモミールジャーマン、スパイク
ラベンダー、ベルガモット、オレンジスウィート、パルマローザ、
ユーカリグロブルス

No. 4 . 8
Scent：ゼラニウム、フェンネルスウィート、ペパーミント、
ローズマリーシネオール、ユーカリシトリオドラ、オレンジ
スウィート

No. 6
Scent：ネロリ、マートル、タイムリナロール、レモン
グラス、ペパーミント、ラベンダー、ローズマリーシネオール

No. 3
Scent：サンダルウッド、ベルガモット、イランイラン、
ユーカリグロブルス、ラベンダー、オレンジスウィート

あなたの本質と魅力を紡ぐ香りをセレクトしてみましょう！

1 
オリジナルナンバー
自分の本質・テーマの香り

自分らしくありたい時

生年月日（西暦）を足し算
＝★

１ケタになるまでさらに足し算
＝①

2 3 4 
キャプティベイトナンバー

魅力を開花・
自分らしさを高める香り

実力を発揮したい時

★と①

ホープナンバー
本当の魅力を発揮、
応援してくれる香り

落ち込んだ時のサポートに

★と①と①を１ケタに
なるまで足し算

＜使 命＞ ＜鍵＞

ハピネスナンバー
幸運・栄光をもたらす
土台となる香り

決断する時 勇気がほしい時

誕生月日を１ケタになるまで
足し算

＜約 束＞

5 
ブライトナンバー
停滞・不のエネルギーを

溜めない香り

状況を打破したい時

生年月日（和暦）を
１ケタになるまで足し算

＜運 命＞

6 
レメディナンバー
魅力的な自分マップ、
道しるべの香り

人生のテーマ

①使命：今世の課題
③鍵：今世の運に乗るキー
④約束：今世の約束

⑤運命（絆）：今世のテーマ

ギフトナンバー
今日までの自分を
歩ませてくれた香り

すでに持ち合わせている
魅力・個性

①～⑥までに
でてこなかった
香りのナンバー

こんな時に
必要

計算方法

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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※★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。



一番素敵な自分で輝きたいとき、おなかと首筋に
1 スプレー。爽やかで親しみやすい大人の柑橘系の
香りで、チャレンジする気持ち、決断するとき、
人前に出るときに、寄り添ってパワーを与えてくれます。
ピュアトリートメント パフューム イエロー
（天然石：タイガーアイと水晶）
２４mL／¥５,５００+税 ★ 

イエローと柑橘のフレッシュさが
パワーを呼び寄せる

イライラや不安、コミュニケーションで戸惑うとき、
首や肩など硬さを感じる場所に一吹き。優しく素直
な気持ちになれて、すっと肩の力が抜けます。可憐
で優美な橙とバニラの香りで、解きほぐされて。
ピュアトリートメント パフューム ライトブルー
（天然石：ブルーオニキスと水晶）
２４mL／¥５,５００+税 ★ 

自分らしく素直になれる
可憐でやさしいピュアな香り

本来、おやすみタイムは至福のとき。ラベンダーと日本
の黒文字の清 し々い香りを頭部から浴びると、心地よく
眠れます。リラックスタイムや、ゆっくり自分と向き合い
たいとき、落ち着いたピュアな空間を生み出す香りです。
ピュアトリートメント パフューム バイオレット
（天然石：アメシストと水晶）
２４mL／¥６,５００+税 ★ 

清 し々いラベンダーで
幸せなおやすみタイムを

生姜とサンダルウッドを使ったスパイシーな香りで、
アクティブな気持ちに導いてくれるパフューム。足元
に 1スプレーすると、ふわりと香り立つたびにやる気が
湧いてきます。ヨガタイムや男性にもおすすめ。
ピュアトリートメント パフューム レッド
（天然石：カーネリアンと水晶）
２４mL／¥６,５００+税 ★ 

挑戦したいアクティブな日は
赤の香りで情熱的に

透明感*をもたらし、素肌の美しさを引
き出す青みがかったピンク。柔らかで
奥ゆかしい印象に。マンゴーバター *１や
アルガンオイル*２など配合により、メイ
クしながらも紫外線による乾燥や外気
に負けないうるおい肌をキープします。
＊メイクアップ効果による
＊１ マンゴー種子脂（保湿成分）　
＊２ アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

素肌が美しく引き立つ
内側からにじみ出る
シアーピンク

クリアな艶と繊細に煌めくシアーピンクが
女度を上げるグロス。日本の野生ミツバチ
からしか採れない希少な和蜜 *をはじめと
する保湿成分が、唇にジューシーなうる
おいをもたらします。
＊ハチミツ（保湿成分）

ミネラルハニーグロス
１１４（プリズムピンク）
５.７mL／¥３,２００+税

ジューシーな艶に見惚れる
シアーピンクに輝くリップ

インサイドラインに引くと白目がクリアに見え、くっ
きりピュアな目元に仕上がります。リップライナー
やコンシーラーとしても使えるマルチなペンシル
なので、1本持っておくと重宝しそう。
ミネラルアイライナー ０３ Beige（ベージュ）
¥２,８００+税  

白目をクリアに美しく
1本で3役担うマルチペンシル

青みを極限まで抑えたことで日本人の肌によく
なじみ、目元を大きく印象的にみせることができ
ます。シリコン、合成ポリマーフリーで、するす
る滑らかに描けるのに滲みにくいのがうれしい！
ミネラルアイライナー ０４ Bordeaux（ボルドー）
¥２,８００+税  

日本人の瞳を大きく見せる　
魔法の新色・ボルドー

１６年秋冬は、アイラインを効かせたメイクがリバイ
バル。ヌーディーなピンクで目元のくすみ*を飛ばしな
がら輝きをプラスし、アンバーブラックで引き締めて
目力を生み出します。洗練された今年顔に。
＊メイクアップ効果による

ビオモイスチュアシャドーSenren（センレン）
１８ ＜ペールピンク×アンバーブラック＞
¥３,８００+税 

今季らしい印象的な目元は
ペールピンクでつくる

繊細な光沢をもつベージュとモーブブラウンの組み
合わせで、目元の血色を活かしながら陰影を生み出
します。フェミニンで華やかなイメージに仕上がり、
あらゆるファッションともマッチ。
ビオモイスチュアシャドーSansui（サンスイ）
１９＜ニュアンスベージュ×モーブブラウン＞
¥３,８００+税 

どんな洋服にも合う
血色を活かしたフェミニンアイに

日本女性の美しさと魅力を引き立てるオーガニックな
香り。ボトルのカラーと天然石の輝きで、視覚からも
パワーを感じます。ローズと日本の月桃をメインとした、
女性の魅力を引き出す香り。優美でやさしい雰囲気
を生み出し、愛情や誇り、感謝の気持ちが溢れだし
ます。大切な人に想いが届くパフューム。
ピュアトリートメント パフューム ピンク
（天然石：ローズクォーツと水晶）
２４mL／¥８,２００+税 ★ 

愛情・感謝の想いが溢れる香り
大切な人と過ごすときに

レミオ

トコトワ オーガニクス

蝉の声も穏やかになって涼しさを感じ始めたら、メイクも一枚羽織った
ような温かみのある質感に変えて。科学者とトップメイクアーティストの
叡智を合わせて開発されている MiMC からは、この秋日本人の美しさ
を引きだすポイントメイクアイテムが登場。日本庭園や伝統工芸など、
日本人の美意識からインスパイアされた今季のコレクションで、紅葉の
美しさに引けをとらない鮮やかで秋らしいオーラをまとって。

外出先でもサッと手首や首筋につけやすい
アロマスティック。豊かさ・慈愛をイメージ
したローズブーケ、安心・安らぎをもたらす
マザーアース、集中・深呼吸を表すモー
ニングデューの３つの香りを使い分け、
気持ちを整えて。
アロマスティックBOX ３種セット
（ローズブーケ・マザーアース・
モーニングデュー）
¥４,６００+税 ★ 

３つのスティックを駆使して
自分を守り安らげるアロマ

有機農法で育てられた
原料と製法に徹底的にこだわったブランド

日本女性の美しさを色と香りで引き立てる
オーガニック香水ブランドが登場！

ミネラルクリーミーチーク
０８（フロストピンク）
３.４g／ ¥３,３００+税 

コスメキッチン
限定発売

なめらかな美容液バームで、べとつかずしっとりと
肌にうるおいを与えます。リラックス出来る女性
らしい香りで、スキンケアタイムを上質な時間に。

MiMC×道端ジェシカ
コラボレーション
ボディー＆フェイス用バーム

エッセンスハーブバームクリーム
B＆F by Jessica　１８g／¥５,０００+税 

9.21（wed）発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
先行発売
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ゴールドとオレンジが重なり合う優しい目元と、
つややかなピンクベージュカラーで描いたエレガントなリップ。
穏やかで上品なメイクでこの秋を楽しみましょう。

201６秋のメイク提案

上品な輝きと美しさのオータムメイク

秋の訪れを知らせる爽やかな風が吹く季節
柔らかなウォームカラーを纏って
ノーブルでクラシックな雰囲気に

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など女性の美しさを
引き出す様々な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

2

▶気になるHOW TOは次のページで！

［シークレット］ チークはほほ骨の一番高い部分から斜めに入れると、
輪郭がシャープになって大人っぽくクールな印象になります。

1. 大きめのブラシにチークカラーを取り ブラシ
　全体によくなじませた後、中心から外側に
　向かってほほ骨に沿って斜めに入れる。
2. ブラシの毛足を短くするようにして中程を
　持ち、ポンポンとおくように、ほほの中心
　よりやや外側に色の濃い部分を作り立体
　感を出す。

＜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
　プカラーを重ねる。

＜付け方＞

中心を
作ってから
周りを伸ばす

改良に改良をかさね、まつげのケアとメイク
の完成度のどちらも妥協しないマスカラ
が実現。こだわりのミネラル成分で、長
さだけでなく、カール力、ボリュームも！落ち
にくくも、お湯でオフできるのも魅力です。

ミネラルファイバーで長さを
漆黒カラーでボリュームも

4 MiMC　ミネラルロングアイラッシュ
¥３,８００+税 

アイラインがカギとなる今季のメイク。描き
やすく落ちにくい MiMC のアイライナーは
マストアイテムです。肌なじみのよいアイ
シャドウにブラウンのラインで目元を引き
締めれば、たちまちにトレンド顔に。

するする描けてにじまない
今季らしく目元が引き締まる

1 MiMC
ミネラルアイライナー０２ブラウン
¥２,８００+税 

頬にみずみずしいうるおいを与えてくれる、パ
ウダーチーク。乾燥してくすみやすい頬を美
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

amritara
グレイシャスCチーク
C３ピンクベリー
２.５g
¥２,３８１+税 
専用コンパクト
専用ブラシ（小）１個付き
¥１,１４３+税 

透明感 *を出しながら、ナチュラルで女性らし
い唇に整えるベージュカラー。知性とやさし
さを感じられる落ち着いた色です。唇ケア
成分を配合しているので、秋冬の唇も！
＊メイクアップ効果による

知性とやさしさを併せもつ
フェミニンな口元に

MiMC
ミネラルルージュ
１８フレッシュヌード
¥３,５００+税

スキンケア後は肌しっとりなのに、メイクしている
日中は乾燥が気になる。そんな大人肌でも、
保湿後よりうるおい感じるファンデーションです。
皮脂を活かしながら肌色に合わせて発色し、
毛穴やシミもしっかりカバー。

ケア直後よりうるおってるかも！
手ごわい乾燥肌に嬉しいファンデ

TV&MOVIE
ミネラル
クリームファンデ
全３種［オークル１０１／
オークル１０２／ピンク２０２］
¥５,５００+税 ★

ココナッツオイル*を配合したクリーム
アイシャドウ。うるおいで満たしながら、
透明感**あふれる目元に仕上げます。
ソーラーは、肌なじみのよい温かみの
あるブロンズ色。
＊ヤシ油（保湿成分）
＊＊メイクアップ効果による

温かみのあるブロンズカラー
透明感**あふれる輝きを

2 rms beauty
アイポリッシュ ソーラー
５mL／¥３,８００+税 ★

ナチュラルに目元を明るく見せてくれる、
オレンジゴールドのパレット。肌に溶け
込むようになじむアイカラーだから、
立体感を出しながら今年らしいニュアン
スに仕上がります。

トレンド顔を生み出す
肌に溶け込むオレンジ色

3 naturaglacé
プチフールアイズ EX０２ 
アプリコット コンフィ
¥２,３００+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
えてから描くと滲まずにキレイに
描けます。

＜付け方＞
1. ①を上まぶたのまつ毛の際に目頭から目尻に
　向かって引き、下まぶたの目尻から２/３にも引く。
2. アイホール全体に②を指で薄く伸ばすよう
　に塗る。
3.③ピンクゴールドをアイホール全体にふわっと
　重ね、③オレンジを上まぶたの目の際から
　アイホールの半分くらいまでブラシを使って
　しっかりと発色させるように重ね、同様に
　下まぶた２／３にもアイライナーを柔らかく
　ぼかすようにのせる。

4.３でのせた③オレンジのアイホール部分の
　境目を③ピンクゴールドでぼかし、上まぶた
　の中心部分にも指先でポンポンと置くように
　してのせる。
5.③ピンクゴールドを目頭の三角部分に細めの
　ブラシまたは綿棒の先端を使って入れ、
　マスカラはビューラーであげた後、ダマに
　ならないように注意しながら根元から上下 
　全体にしっかりとつける。

＜付け方＞
1. ①を両頬、額、鼻先、顎先に
　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、肌を軽い
　タッチでツヤ肌に仕上げる。

［シークレット］下地を塗ったあと、
スポンジで軽く全体を押さえると
ファンデーションとパウダーがぴたり
と密着します。

［シークレット］ゴールド x オレンジのように甘く
なりがちな暖色系のアイカラーは、まぶたの
中心の一番高い部分にハイライトを乗せると
自然な立体感がでて大人っぽい印象になります。

光を味方につけて、立体感と明るさを
プラスしてくれるフィニッシングパウダー。
テカリを抑えながら仕上がりに差をつけ
ます。ふんわり軽い付け心地です。

テカリを抑えて立体感もUP
軽やかな仕上げパウダー

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 ★

SPF３３、PA+++ で紫外線をしっかりカット。ウメ
果実エキス *１を始めとするブライトニングケア *２
成分も配合だから、もう太陽は怖くありません。
肌に艶やかさを与えて血色をよく見せる *３ので、
化粧下地としても優秀。
＊１ 保湿成分  ＊２ 肌にうるおいを与えて透明感を保つケア 
＊３ メイク効果よる

UVカットと肌ケアを
徹底しつつ
化粧映えもアップ

パリ発、８５％が自然派由来成分の
エコフレンドリーなネイルブランド。
今年流行りのヌード系カラーを指先
にまとえば、一気に洗練された印象に。
おしゃれ度がぐんとアップします。

ファッション性を高める
落ち着いたヌードネイル

Kure BAZAAR　コルソ２２
１０mL／¥２,３００+税 ★

輪郭を描いて
整った印象に

③オレンジ③ピンクゴールド

マスカラ
上下全体に

境目をぼかす

③ピンク
ゴールド

F organics
UVプロテクトベース
３０g／¥２,８００+税 ★
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コスメキッチン
限定
ブランド



サンサンと降り注ぐ太陽の下で楽しんだあとは、髪も肌も手厚いケアが必要。
夏のダメージを持ち越してしまうと、冬には鏡を見るのが辛くなるでしょう。
この秋コスメキッチンは、髪や頭皮のあらゆる悩みに対応したヘアケアや、

冬に備える肌ケアアイテムを新たに迎えてお待ちしています！

コスメキッチンに秋の新作が届きました！

ドイツ発、頭皮ケアに着目したナチュラル
ヘアケアが日本初上陸！

種類豊富だから、悩みにぴったりの
アイテムに出会えるはず。　

ビオトゥルム

 アルジタル

  ドクターハウシュカ

ジョヴァンニ

サンフード スーパーフーズ

【キット内容】 <giovanni>２chic ダメージシャンプー・コンディショナー mini（現品）
／ <giovanni> フリッズビーゴーン スムージングﾞヘアセラム mini（非売品）／
<Cosme Kitchen> チューブ スクイザー／ <KOSMEA> ローズヒップオイル　１０
mL（非売品）／<F organics>モイスチャーローション ３０mL／ <F organics>ク
レンジング リ゙キッド ３０mL／ <F organics> モイスチャークリーム ８g/ <EO> ハン
ドサニタイザー１０mL／<Cosme Kitchen>オリジナルポーチ付き（どちらか１つ）

１ .シャンプー バランシング
　２００mL／¥１,４００+税 ★
２ .シャンプー エアリー
　２００mL／¥１,４００+税 ★
３ .シャンプー リフレッシュ
　２００mL／¥１,４００+税 ★
４ .シャンプー スカルプ
　２００mL／¥１,４００+税 ★

年々深刻になってくる頭皮と
髪の問題。それぞれの髪の
お悩みに合わせてケアする
ことにより毛質や頭皮などの
ダメージをよりいたわりながら
ケアすることができます。お好き
なコンディショナーと組み合
わせてご利用いただけます。

頭皮や髪の悩みに
合わせて
理想の毛質へ

年齢が出やすい秋冬の手肌。内
側まで * 浸透して、ふっくら柔ら
かくなる Dr.ハウシュカのハンドク
リームでこまめにケアして。べたつ
かないので、塗った直後にPC な
どを触っても平気です。ミニサイ
ズなので、持ち運びに便利。
＊角層まで

ガサガサは
かわいくない！
柔らかく繋ぎたくなる
手肌へ

ハンドクリーム（スモール）  
３０mL／¥１,５００+税 ★

熱めのお湯に45秒入れ温めていた
だき、塗布し熱によって外側から内
側にむけて保湿し、ブラックベリー*
とオーガニックココナッツオイル**
のブレンドが輝きのあるなめらかな状
態に導きます。
＊セイヨウヤブイチゴ果実エキス（毛髪補修成分） 
＊＊ヤシ油（毛髪補修成分）

パーマやカラーリング・
ドライヤー熱などで
傷んだ髪に
優秀トリートメント

２chicダメージ　ホットオイル
ヘアトリートメント
４９g／¥１,２００+税 ★

ヨーロッパでは古くから美と健康維持に用いられる
ハーブ・ネトルのエキス*1が頭皮を健やかに整え、小麦
タンパク *2が髪をいたわりながら保護し、なめらかで
まとまる髪に仕上げます。手ぐしを通すたびにハッピーに！

ネトルエキス*1が地肌を整え
なめらかでまとまる髪に

シャンプー ノーマル　２００mL／¥１,４００+税 ★
コンディショナー ノーマル　１５０mL／¥１,７００+税 ★

貴重なアルガン *1とオリーブのオイル *2 が乾燥を防いで、
パサつきやツヤのなさが気になる髪も、しっとりうるおいに
満ちた髪に洗い上げます。健康的で若 し々い輝く髪を取り戻し、
自信を持ちたい方に。
＊1 アルガニアスピノサ核油（エモリエント剤）　＊２ オリーブ果実油（エモリエント剤）

パサつく髪にツヤと輝きを
もたらすオイルシャンプー

シャンプー グロッシー　２００mL／¥１,４００+税 ★
コンディショナー グロッシー　１５０mL／¥１,７００+税 ★

傷んだ髪と頭皮をやさしく洗い上げ、リンデン花 *1
とオート麦のエキス *2 が髪のダメージをケアして
保護します。とくにダメージが気になるときには、
インテンシブトリートメントで集中補修を。
＊１ フユボダイジュ花エキス（皮膚／毛髪コンディショニング剤）
＊２ カラスムギ穀粒エキス（エモリエント剤）

傷んだ髪と頭皮をいたわる
ダメージ補修ケア

シャンプー リペア　２００mL／¥１,４００+税 ★
コンディショナー リペア　１５０mL／¥１,７００+税 ★
インテンシブトリートメント　１２５mL／¥１,９００+税 ★

アルジタルならではの海由来のグリーンクレイ*
と女性のためのハーブといわれるトルメンチラ**
など、植物由来成分を使ったオイル。毎月の
辛く不快感を感じる下腹部の肌になじませ、
いたわって。イランイランをはじめとする女性ら
しい香りの精油配合で、深いリラックス効果も。
＊整肌成分 ＊＊トルメンチラ根エキス（保湿成分）

クレイと植物の力で
毎月訪れる不快感に
立ち向かう

５DAY オイル　３０mL／¥３,６００+税 ★

9.12（mon）先行発売

ナッティベリーアドベンチャー
５７g／¥９２５+税 ★

9.1（thu）発売

コスメキッチンの人気アイテムをつめ込
んだスペシャルなキット第二弾が登場！
今回はオーガニック＆ナチュラルコスメ
初心者だけじゃなく、旅行先の必需品
アイテムの美容オイルやハンドサニタイ
ザーも仲間入りしてバージョンアップ！

スターターキット第二弾！
コスメキッチン限定キットが
ついにここまで充実？！

スターターキット　¥３,８００+税 ★

8.3（wed）発売

サンフードのご愛用者である大屋夏南さんが自らセ
レクトしたフルーツなどをブレンドしたミックススナッ
ク。カシューナッツ、ゴールデンベリーをはじめ、ブ
ドウの原種と言われるフンザレーズンや栄養価の高
いエアルームパンプキンシードをミックスしています。

大屋夏南さんプロデュース！
サンフードの限定アイテム

＊１ セイヨウイラクサ葉エキス（皮膚／毛髪コンディショニング剤）
＊２ 加水分解コムギタンパク（皮膚／毛髪コンディショニング剤）（小麦由来）

コスメキッチン
限定ブランド

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
先行発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

数量限定

8.17（wed）発売

8.19（fri）発売
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 コスメキッチン



無垢な肌をやさしく守る
新生児からのケア

カレンドラの魅力がたっぷり
詰まったマッサージオイル

カレンドラのちからで
トラブルをケア

【カレンドラとは？】
古代エジプトより肌荒れ予防に使用
されてきたキク科の植物。保湿・保護・
肌荒れ防止効果に優れ、ヨーロッパ
ではベビーや敏感肌のケアに長年用
いられてきました。

野中博士

広大な大地が広がるファームでは鮮
やかなオレンジ色のカレンドラの花
が一斉に咲いています。WELEDA
のカレンドラ製品は、なんとひとつ
ひとつ丁寧に手摘みされたカレン
ドラの花エキスが使われているそう。

カレンドラの花は手のひらにのる
くらいの大きさ。しっとりと、重さ
があり、大自然で育ったパワーが
ぎっしりと詰まっているよう！

野中潤一博士
ヴェレダ・インターナショナル　教育・研究顧問。
１９８４年ドイツ・ヴェレダに入社。自然化粧品の開
発を手掛け、その後化粧品開発責任者に就任。現在
はヴェレダの教育・研究顧問として世界中で活躍中。

気になるお話聞いてみました !

大地で育まれるカレンドラの恵み
スイス・アーレスハイム―１９２１年、オーガニックコスメはここから始まった！
世界５０カ国以上で愛され、今年日本上陸４０周年を迎えたWELEDA。
私たちのからだが本来もつ力を育みながら美しさと健康を保つことを目指す
WELEDAメソッドは、長きにわたって広く支持されています。
普遍的で、確かに私たちを満たしてくれるWELEDAのオーガニックコスメ。
その秘密を探るべく、コスメキッチンスタッフが現地を直撃してきました！

WELEDAの商品を作る上で
大切にしていることは何ですか？

博士にとって「カレンドラ」とはどういう植物ですか？

「カレンドラ」の商品を作る上で
こだわっている点は何ですか？

カレンドラ植物がベビーケアに優れているのは
どんなところですか？

博士にとって健康であるとはどういうことですか？

日本のファンにむけてメッセージをお願いします。

ヨーロッパでは５０年前から販売されている定番オイル。
この一本でボディ、頭皮、髪、爪ケアなどに使える便利アイ
テムです。敏感肌の人も、男女問わず家族で使えるのも◎。
ストレスを感じた肌に、太陽の恵みをいっぱい浴びたカレンド
ラが肌を健やかに保ち、柑橘の香りで気持ちもリフレッシュ。
大きく深呼吸して、太陽の恵みを取り入れてみて下さい。価
格もハッピー！２０１６年数々の雑誌で賞を受賞したのも納
得です！

Biople by CosmeKitchen
京都CUBE店
川崎

本国ではベビーケア人気No.1のベビーバーム。バームって
べたつくと思っていませんか？このベビーバームはむしろ肌を
さらさらにキープする優れもの。たくさん汗をかく夏は、ムレ
が原因で肌がかぶれたり赤みが出やすい季節。デリケートな
肌の赤ちゃんにはおむつ周りに。大人にはデリケートゾーン
のトラブルやアクセサリーをつける首まわりなどにぜひ塗って
みてください。抗炎症効果あるカレンドラ配合で肌荒れを
予防しながら、肌の皮脂バランスを整えてくれます。

Cosme Kitchen
マークイズみなとみらい店
川久保

ヨーロッパでは医薬品として販売されているクリーム。
カレンドラは昔から民間療法や治療に取り入れられていた
ハーブです。皮膚トラブルの時には、マルチなカレンドラ
クリームが手放せません！！殺菌力・消炎力に優れたカレン
ドラが傷の回復を助ける。生後1カ月のお子様からご使用*
いただけるので、一家に一本置いてトラブル時にぜひご活
用ください。 ＊全ての方にアレルギーが起こらないわけではありません。

Cosme Kitchen
店舗マネージャー
三宅

家族みんなで使いやすいカレンドラの
オイル。べたつかずボディしっとり！外的
ダメージで敏感に傾きやすい肌を整え、
ハリツヤを与えます。毎日のマッサージで、
じんわりと体を温めましょう。

1stマッサージオイルに！
じんわり温まる*多機能オイル

カレンドラ マッサージオイル
１００mL／¥２,６００+税 ★

オイリー肌が悩みがちな、毛
穴や肌のトラブル。気になる
部分にスプレーすれば、水
分と油分のバランスが整いま
す。配合成分は極シンプル
で、カレンドラ*の力を感じら
れるアイテムです。
＊保湿成分

水分・油分の
バランス調整
毛穴＆肌トラブルに　

カレンドラ スプレー
５０mL／¥２,８００+税 ★

沐浴に使えるバスミルク。デリケートな
肌をしっとりうるおし、肌荒れを予防し
ます。赤ちゃんをやさしく包み込むハー
ブの香りで、ママも赤ちゃんも沐浴が
好きになりそう！　

ハーブの香りに包まれ
ママもベビーも沐浴好きに

カレンドラ ベビーバスミルク
２００mL／¥２,２００+税 ★

おむつまわりや汗をたくさんかく部分
にうるおいを与え、サラサラにキー
プするバーム。赤ちゃんの不快感
を何とかしてあげたいママは、常備
しておいて。

ムレによる肌荒れ予防に
さらさら保つバーム

カレンドラ ベビーバーム
７５mL／¥１,６００+税 ★

保湿、マッサージ、汚れ落とし
など、マルチに使えるオイル。赤
ちゃんを迎えたら、1つ持っておく
と重宝します。『カレンドラマッ
サージオイル』とは異なる設計
で、新生児から使うことが可能。*
＊全ての方にアレルギーが起こらないわけで
はありません。

助産師協力の元開発
ベビーが喜ぶ
多機能なオイル

カレンドラ ベビーオイル
２００mL／¥２,５００+税 ★

乾燥によって荒れやすい部分を、天然
由来成分がしっかり保護して守るクリーム。
手摘みされたカレンドラの花のエキス * は
デリケートな肌にもやさしくはたらきかける
ので、生後1カ月から使えます。**
＊トウキセンカ花エキス（保湿成分）
＊＊全ての方にアレルギーが起こらないわけではありません。

生後1か月から使用可**！
乾燥肌荒れから肌を守るクリーム

カレンドラ ケアクリーム
２５g／¥１,６００+税 ★

ドイツにある
WELEDAのカレンドラファーム。
視界いっぱいに広がる
自然の大地は

とても気持ちのよい場所でした！
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カレン
ドラの

恵みがたっぷ
り入ったヴェレダのプロダクトでお肌をケア

    自然と人間の関連性を認識したシュタイナーの理念に
基づく製品作りを行うことです。

　 一番好きな花（ハーブ）です。

　 カレンドラの特長を踏まえ、他の植物とのシナジー（相乗）
効果により、肌の炎症を抑えたケア製品つくりを心がけています。

　 カレンドラはすでに古代ローマやエジプト時代から、
敏感な肌の保護、保湿、炎症をおさえるのに効果的で、
ベビーケアにも用いられてきたところです。

　 私にとっての健康とは、人智学的観点から
「Body・Soul・Spirit」のバランスがとれていることです。

　 歴史があり、人智学的にみても奥深いヴェレダ。
今後とも私たちの製品をご愛顧くださいますようお願いいたします。

「カレンドラマッサージオイル」 「ベビーバーム」 「カレンドラケアクリーム」 
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オリーブスクワランとオーガ
ニック植物でしっとりつややか
にうるおい、こっくりと深みの
ある彩りのブラウン、ボルドー
でスタイリッシュなまなざしを
演出。

深みのある目元
エレガントな目元に

アイカラーパフェ　［BR1・BO1］
各¥３,６００+税 ★

8.3（wed）先行発売

くちびるの体温でとろけるように伸び広がり、
ツヤ・発色・うるおいが持続。トリートメント
効果に優れたリップスティック。色はピンク
ベージュ、ローズピンク、ピュアレッドの３種。

トリートメント効果に
優れたリップスティック

ルージュドロップモイスト  ［PB1・RS１・RD1］
各¥３,２００+税 ★

8.3（wed）先行発売

ハッカ、ユーカリ、ティーツリーも配
合されておりすっきりとした使い心地
のマウスケア。オイルプリング初心者
にもおすすめです。
オイルプリング
１００mL／¥１,５００+税 ★

オイルプリング
初心者にもおすすめ

8.17（wed）発売

ひじやかかとなどの気になる部分をやさし
くケア。リップスクラブとしてもお使いいた
だけます。甘くて優しい香りに包まれてボ
ディケアをお楽しみいただけます。
シュガー スクラブ　
１５０g／¥２,７５０+税 ★

かさかさの気になる
部分を優しくケア

8.17（wed）発売

EYE COLOR
PARFAIT

ROUGE DROP
MOIST

OIL
PULLING

BUTTER BALM

夏の暑さから解放されて秋の気配を感じはじめた頃からスキンケアもメイクも新しいものへシフト。
夏のお疲れ肌には、しっかり水分と油分で整えて、内側から輝く肌に。

この秋のメイクは潤いのある肌に深みのある女性らしい色味をもってくるのがトレンドです。

BROWN SUGAR
1ST

  ブラウンシュガーファースト

SCRUB

リップ、ボディ、ヘアにもお使いいただける1つあれば
様 な々シーンで活躍できる保湿バーム。べたつかない
のにしっかり保湿ができ、さらっとお肌になじみます。
バターバーム　１５g／¥１,８５０+税 ★

持ち歩きやすいスティックタイプ

９月上旬発売

注目の新アイテムもチェック！
More to 

come!

New Items for New Season

naturaglacé
 ナチュラグラッセ

有機エクストラバージン
ココナッツオイルと

有機ココナッツシュガーを
使用した肌にやさしい

スキンケアシリーズが登場！
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