
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mash beauty lab 2018 WINTER EXHIBITION 

『SECRET CARE』 

 

  発売時期                                                      BRAND 

1 2018/08 CK 限定発売・新商品＆リニューアル COSMEKITCHEN HERBORISTERIE 

2 2018/08 CK 限定発売・新商品 THE AROMATHERAPY COMPANY 

3 2018/08 CK 先行発売・ tiare ala 

4 2018/08 CK 限定商品・新商品 MARTINA 

5 2018/08 CK 先行発売・新ブランド アジュマ 

6 2018/08 CK 先行発売・新商品 Richifield 

7 2018/08 CK 先行発売・新商品 trilogy 

8 2018/09 CK 限定パッケージ・新商品 NATURAL DROPS 

9 2018/08 CK 限定発売・新商品 giovanni 

10 2018/08 CK 先行発売・新発売 geosoap 

11 2018/09 CK 先行発売・新商品 ecostore 

12 2018/08 CK 先行発売・日本初上陸・新商品 100BON 

 

LINE UP 



 
株式会社マッシュビューティーラボ 

PRESS RELEASE 

報道関係者各位 

 
関連諸法規に抵触する表現が含まれますので、 

店頭販促物等への転用はお控えください。 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社マッシュビューティーラボ 

PR担当：太古 taiko@mashbeautylab.com 

津覇 tsuha@mashbeautylab.com 

菅原 sugawara@mashbeautylab.com 

TEL：03-5774-5565 

コスメキッチン 限定発売 

About  

COSMEKITCHEN HERBORISTERIE  

コスメキッチン エルボリステリアについて 

2014年、植物療法士、森田敦子氏の監修のもとに生まれた、 

コスメキッチン限定ブランド。パリのハーブ薬局を 

日本版にアレンジしたハーブ専門ブランドです。 

ティザンヌ（お茶）、タンチュメールなどを取り揃え、 

より多くの女性に自分の身体、心をいたわることの大切さや 

ハーブやナチュラルメディスンを取り入れた暮らしを 

提案しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスメキッチン限定ブランドの“コスメキッチンエルボリステリア”より 

シングルティザンヌが 2018年 8月 20日（月）に待望のリニューアル！ 

新商品、ブルーベリーリーフも登場！ 

商品ラインナップ 

 

◆シングルティザンヌ ブルーベリーリーフ  ダイエット・食べ過ぎ・飲みすぎ・眼精疲労 

◆シングルティザンヌ ヴァンルージュ    月経痛・月経過多・冷え性・妊活中・足のむくみ 

◆シングルティザンヌ エキナセア      免疫力ＵＰ・風邪、インフルエンザ予防・ヘルペス 

◆シングルティザンヌ チェストベリー    月経前症候群（ＰＭＳ）・月経不順・更年期障害 

◆シングルティザンヌ メリッサ       ストレス・胃腸の調子が良くない・ホルモンバランス 

◆シングルティザンヌ ラズベリーリーフ   粘膜保護・粘液力ＵＰ・妊娠中（母乳の出をよくする） 

NEW 
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NEW 
ティザンヌ ブルーベリーリーフ 

●こんな方におすすめ 

・ダイエットしたい方・デトックスしたい方・食べ過ぎ・飲み過ぎや二日酔い解消・血圧 

・目の疲れが気になる方へ。 

抗脂肪肝効果、抗糖化効果、抗糖尿病、血圧上昇の抑制効果、アルコール代謝亢進作

用、 

眼精疲労、ドライアイ改善、強い抗酸化力がありアンチエイジングにも。 

 

●主な成分 

＜クロロゲン酸＞ 

ポリフェノールの一種で、主にコーヒー豆やジャガイモなどに含まれています。抗酸化作用のほか、

脂肪の蓄積を抑える効果などが知られており、糖尿病や肥満の予防のためのサプリメントなどに利

用されています。 

＜プロアントシアニン＞ 

抗炎症、抗菌、抗ウイルスなどの作用があります。また、現在は特に生活習慣病の予防効果にも注

目されている成分です。 

＜キナ酸＞ 

クランベリーの実やコーヒーの種子に含まれている成分です。体内に入ると馬尿酸に変化し尿を酸

性に保ちます。そのため膀胱炎や尿路感染症を予防する効果が期待できます。 

・すっきりボディをサポートするティザンヌ（ハーブティー） 

ブルーベリーの葉がもつポリフェノールは、果実の約 8 倍以上。年齢とともに変化する体型や、食べすぎ・飲み

すぎをケアします。すこし酸味がありさっぱりとした、のみやすいティザンヌ（ハーブティー）です。 

男性にもおすすめ。 

 

商品名：ティザンヌ ブルーベリーリーフ 

内容量：100g 

本体価格：2,500円＋税 

発売日：2018年 8月 20日 

お召し上がり方：約 200ccの熱湯に、小さじ 2～3杯のハーブを入れ、蓋をして 3～5分蒸らしてからお召し上がり

ください。 

保存方法：高温多湿および直射日光を避け、涼しい所で保存してください。 

原産国名：日本 
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ティザンヌ ヴァンルージュ 

 

●こんな方におすすめ 

・月経痛がある ・月経過多  ・冷え性  ・妊活中  ・いつまでも若々しくいたい 

・足がむくみやすい ・抗酸化作用  ・動脈硬化防止 

○妊活中は、メリッサ、チェストベリー、ラズベリーリーフとブレンドすることをおすすめします。 

○記憶力低下や、集中力低下、認知症・認知症予防には、タンチュメール ギンコと合わせて

飲用することをおすすめします。 

 

ヴァンルージュ（赤ぶどうの葉）は、赤ワインやブドウ種子よりも多くの成分を含み赤ワインの 

１００～３００倍のポリフェノールを含んでいます。よって抗酸化力が高く、エイジングケアに最適です。 

血流促進作用のため、静脈の流れをスムーズにし特に足のむくみに効果的です。 

月経過多や、月経痛のある方は冷えを取り除く目的で、ヴァンルージュの飲用をおすすめします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名：ティザンヌ ヴァンルージュ 内容量：70g  本体価格：2,500円＋税  原産国名：スペイン 

お召し上がり方：約 200ccの熱湯に、小さじ 2～3杯のハーブを入れ、蓋をして 3～5分蒸らしてからお召し上がりください。 

保存方法：高温多湿および直射日光を避け、涼しい所で保存してください。 

ティザンヌ エキナセア 

 

●こんな方におすすめ 

・疲れやすい ・免疫力アップ ・風邪・インフルエンザ ・花粉症 ・ヘルペス  

・膀胱炎や膣炎等 ・関節炎 ・抗菌作用 ・抗ウイルス作用 抗炎症作用 

○風邪やインフルエンザ、扁桃炎の際は粘強化のラズベリーリーフのティザンヌと合わせて飲

むのが効果的。 

○お子様の飲用可 

○妊娠中の風邪薬の代用に飲用をおすすめします。 

 

日々の元気をサポートするティザンヌ（ハーブティー）。深い味わいでくせのない、のみやすいティザンヌで

す。大人から子供まであらゆる年代の免疫ケアに。疲れや風邪のひき始め、インフルエンザ予防などにお

すすめです。疲れやすい方は持続的に飲用すること免疫力アップを図ることができます。 

ストレスを受けると体に諸症状がでる方にも継続的な飲用をおすすめします。 

商品名：ティザンヌ エキナセア  内容量：100g  本体価格：3,200円＋税 原産国名：エジプト 

お召し上がり方：約 200ccの熱湯に、小さじ 2～3杯のハーブを入れ、蓋をして 3～5分蒸らしてからお召し上がりください。 

保存方法：高温多湿および直射日光を避け、涼しい所で保存してください。 
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ティザンヌ チェストベリー 

 

●こんな方におすすめ 

・月経痛がある ・月経不順が気になる ・月経前症候群（PMS）・無月経  

・更年期障害(緩和・予防) ・妊活中 ・授乳中 ・ホルモンバランスを整えたい  

※妊娠中、ホルモン療法補充療法を行っている方は医師にご相談ください。 

○妊活中は、メリッサ、ラズベリーリーフ、ヴァンルージュとブレンドすることをおすすめします。 

 

女性ならではのリズムやココロの不調を、穏やかに整えてくれるハーブです。 女性バランスの

乱れからくる様々なお悩みをサポートします。ヨーロッパにおいて月経不順や月経前症候群

（PMS）*１などに伝統的に用いられるハーブで、長く続けることで特に更年の女性特有のトラブ

ルに、優しく働きかけてくれることで知られています。ドイツでは医薬品として使用されていま

す。ドイツのコミッション E(薬用植物の評価委員会)でも女性特有の悩みに効果的であると認め

られています。女性系のお悩みにはメリッサとブレンド（１：１）することをおすすめします。 
*１  日本産科婦人科学会によれば、PMS は「月経開始の 3～10 日位前から始まる精神的、身体的症状で月経開始と

ともに減退ないし消失するもの」と定義されており、生殖年齢の女性の約 70～80%が月経前に何らかの症状を伴うとされ

ています。 

商品名：ティザンヌ チェストベリー  内容量：100g  本体価格：2,600円＋税  原産国名：トルコ 

お召し上がり方：約 200ccの熱湯に、小さじ 2～3杯のハーブを入れ、蓋をして 3～5分蒸らしてからお召し上がりください。 

保存方法：高温多湿および直射日光を避け、涼しい所で保存してください。 

ティザンヌ ラズベリーリーフ 

 

●こんな方におすすめ 

・月経痛がある・月経前症候群（PMS）・妊娠中（母乳の出を良くする）、粘膜保護、粘液力 up 

 ・妊活中 ※ホルモン療法補充療法を行っている方は医師にご相談ください。 

○風邪やインフルエンザ、扁桃炎の際はエキナセアのティザンヌと合わせて飲むのが効果的。 

○妊活中は、メリッサ、チェストベリー、ヴァンルージュとブレンドすることをおすすめします。 

 

ヨーロッパでは、古くから≪安産のためのお茶≫として知られ出産準備に使用されてきました。 

骨盤周辺の筋肉を強化したり、子宮の緊張を緩和するので PMS*１や月経痛に効果があるとさ

れています。 

出産準備としては出産 3か月前程よりお飲み頂くと分娩が楽になるとされています。 

また粘膜を強化する作用があり、粘液力 upになることから女性のためのお茶とされています。 
*１  日本産科婦人科学会によれば、PMS は「月経開始の 3～10 日位前から始まる精神的、身体的症状で月経開始と

ともに減退ないし消失するもの」と定義されており、生殖年齢の女性の約 70～80%が月経前に何らかの症状を伴うとされ

ています。 

商品名：ティザンヌ ラズベリーリーフ  内容量：100g  本体価格：2,600円＋税 原産国名：アルバニア 

 お召し上がり方：約 200ccの熱湯に、小さじ 2～3杯のハーブを入れ、蓋をして 3～5分蒸らしてからお召し上がりください。 

保存方法：高温多湿および直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 
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【PMSの症状 】 

PMSの症状は 200～300種類とも言われ、代表的なものには次のようなものがあります。 

身体的症状：乳房のはり・痛み、肌あれ・にきび、下腹部のはり、眠気又は不眠、疲労倦怠感、 

頭痛、腰痛、むくみ、下腹部痛、のぼせなど 

精神的症状：イライラ、怒りっぽい、情緒不安定、憂うつ、落ち着かない、緊張感など 

 

【PMSの発症メカニズム 】 

PMSの症状は月経前の黄体期にあらわれることから、 

女性ホルモン（プロゲステロンやエストロゲンなど）の急激な変動が原因のひとつと考えられています。 

ティザンヌ メリッサ 

 

●こんな方におすすめ 

・ストレスが多い  ・胃腸の調子が良くない ・月経痛がある ・月経不順が気になる  

・月経前症候群（PMS）・無月経  ・妊活中 ・ホルモンバランスを整えたい  

・産後や更年期からくる気分の落ち込み 

○妊活中は、チェストベリー、ラズベリーリーフ、ヴァンルージュとブレンドすることをおすすめします。 

 

長寿のハーブとしてヨーロッパで愛されつづけ、ストレスを緩和し気分を高めます。女性ならで

はのリズムやココロの不調も穏やかに整えてくれるハーブです。神経過敏からくる症状や、精

神的な様々なお悩みにもサポートします。リラックス効果が高く、緊張やストレス、落ち着かな

いイライラなどを鎮静する働きがあり、過度の緊張やストレスによる睡眠障害や、時差ボケに

も効果があるとされています。 

緊張やストレスから来る神経性胃腸のお悩みや、食欲がない、吐き気やむかつきがある場合

などにも効果があります。女性ホルモンの一つ＜プロゲステロン＞に似た働きを持つことか

ら、PMS*１によるイライラや鬱、月経痛、月経不順にも役立ちます。女性系のお悩みにはティ

ザンヌ チェストベリー とブレンド（1：1）することをおすすめします。  

*１  日本産科婦人科学会によれば、PMS は「月経開始の 3～10 日位前から始まる精神的、身体的症状で月経開始とともに減退ないし消

失するもの」と定義されており、生殖年齢の女性の約 70～80%が月経前に何らかの症状を伴うとされています。 

商品名：ティザンヌ メリッサ  内容量：50g  本体価格：1,900円＋税 原産国名：ブルガリア 

お召し上がり方：約 200ccの熱湯に、小さじ 2～3杯のハーブを入れ、蓋をして 3～5分蒸らしてからお召し上がりください。 

保存方法：高温多湿および直射日光を避け、涼しい所で保存してください。 
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ストレス、電磁波、痛みは、もういらない！心地よく、快適な毎日へ 

英国クリニカルアロマセラピーのアロマセラピーカンパニーから 

『コンフォート バランス』 シリーズが 2018年 8月 20日（月）に登場！ 

【オーガニック コンフォート バランス シリーズ 開発への想い】 

ストレスや疲れが溜まりやすい現代社会、電磁波に囲まれている毎日のライフスタイル。これらが悪化して 

身体と心のバランスが乱れると、健康や美容に害を及ぼすこともあります。 

英国アロマセラピーカンパニーは、フィジカルとメンタルのバランスケアを目的に、状態の根本原因を探ることで、

日々蓄積しやすいネガティブな要素をスピーディにリセットできる商品の開発・研究を続けてきました。 

全ての人のお悩み 0を目指して！英国クリニカルアロマセラピー効能理論と、人の本能とハートに響く香りのプロ

グラム、可能な限り純粋でエネルギーがあふれるオーガニック植物とパワーストーン。 

そして、パッケージデザインには、元気と笑顔の象徴にオレンジを採用。心の底から笑顔になれるイメージをデザ

インしました。 

コスメキッチン 限定発売 

 

THE 

AROMATHERAPY 

COMPANY 

c o m f o r t  

b a l a n c e  

コンフォート バランス シリーズ 

・オーガニック ハンドクリーム Chückle Me / チャックル ミー 30g ￥2,800＋税 

・オーガニック ハンドクリーム Hüg Me / ハグ ミー 30g ￥2,800＋税 

・オーガニック ボディミルク Relaxing Milk / リラクシングミルク 30ml ￥2,880＋税 
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株式会社マッシュビューティーラボ 

PRESS RELEASE 

報道関係者各位 

 

関連諸法規に抵触する表現が含まれますので、 

店頭販促物等への転用はお控えください。 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社マッシュビューティーラボ 

PR担当：太古 taiko@mashbeautylab.com 

津覇 tsuha@mashbeautylab.com 

菅原 sugawara@mashbeautylab.com 

TEL：03-5774-5565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オーガニック コンフォート バランス シリーズ 商品情報】 

オーガニック ハンドクリーム 

Chückle Me / チャックル ミー 

30g ￥2,800＋税 

Chückle Me / チャックル ミーは、ストレス度が高い時、落ち込んだ気

持ちの時、機嫌が悪い時、元気が無い時、イライラした気持ちの時ほど、

甘く優しい香りに包まれるハンドクリームです。 

ほっとする安心感と、まるでくすぐられたように、自分の笑顔を取り戻せ

る香りのブレンドで、手肌と心を、色々なダメージからも、潤いも、しっ

かり守ってベタつかないテクスチャー。 

 

＜主な成分＞※オーガニック成分 
ラズベリーシードオイル*、セントジョーンズワートオイル*、シアバター*、アロエ

ベラエキス*、マジョラム・スイートオイル*、フランキンセンスオイル*、ブラック

スプルースオイル*、ラベンダーオイル* 

オーガニック ハンドクリーム 

Hüg Me / ハグ ミー 

30g ￥2,800＋税 

Hüg Me / ハグ ミーは、がんばっている時、がんばりたい時、大変な時

に、大きくてふかふかなテディベアを、きゅっと抱きしめたような優しい

気持ちのハグ（抱擁）をイメージ。Happy な心と笑顔を取り戻せる香りの

ブレンドです。 

手肌と心を、色々なダメージからも、潤いも、しっかり守ってベタつかな

いテクスチャー。 

 

＜主な成分＞※オーガニック成分 
ラズベリーシードオイル*、セントジョーンズワートオイル*、シアバター*、アロエ

ベラエキス*、スイート・オレンジオイル*、ラベンダーオイル*、フランキンセンス

オイル*、パルマローザーオイル* 

【トルマリン・ウォーターメロン】～癒しのマイナスイオンで、愛と幸せを～ 

 

このハンドクリームは、トルマリン・ウォーターメロンのパワーストーン

を置き、良い波動の流れる場所で製造しています。 

トルマリン・ウォーターメロンは、愛と幸せのお守りとして、電磁波をマ

イナスイオンに変えるパワーと、宇宙の根源的エネルギーの「陰陽のバラ

ンス」を整えて、問題を解決して人間関係をよくする、自分に不必要なも

のから守るパワーストーンといわれています。 

スマイルマーク 

が目印！ 

がんばってる私 

いつも花まる 

スマイルマーク 

が目印！ 

ストレスレベル 

MAX の時に 
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【オーガニック コンフォート バランス シリーズ 商品情報】 

オーガニック リラクシング ミルク 

30ml ￥2,880＋税 

身体に痛みや、不快感を感じる時、肩、首、頭、背中、お腹、ヒザなどの

関節に、予防と対処の両面をケアするクリニカルアロマセラピーブレンド

のミルクローション。 

ベルガモットとカモミールの爽やかで優しい香りは、仕事場やプライベー

ト、デートの時にも心地よく香って、身体も心もスッキリ癒します。 

かばんやポーチに入る、ちょうど良いサイズで、いつでもスマートにお使

いいただけます。 

シップ臭や独特なスースー感もないので、小さなお子様がいる方、高齢の

方、お肌が敏感な方もご使用いただけます。*1 

 

＜主な成分＞※オーガニック成分 

ココナッツオイル*、ローズヒップオイル*、カカオバター*、アロエベラエキス*、

ベルガモットオイル（FCF）*、カモミール*、ブラックペッパーオイル*、ラバン

ディンオイル* 

 

*1、お肌が敏感な方は、最初にパッチテストを行ってからお使いください。 

爽やかな香り 

すっきりサイズ 

痛くなったら、すぐ！ 

なる前に予防も 

【マラカイト/孔雀石】～マイナスエネルギーを避けて、心も身体も穏やかに～ 

 
このリラクシングミルクは、マラカイト（孔雀石）のパワーストーンを置

き、良い波動の流れる場所で製造しています。 

マラカイト（孔雀石）は、パワーストーンの中でも邪気やマイナスなエネ

ルギーを避け、痛みを鎮静させて、心を穏やかにしてくれるといわれてい

ます。昔から運気UP、幸運のお守りとしても有名なパワーストーンです。 

【オーガニック認証】 
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【クリニカルアロマセラピーメソッド】～効能理論～ 

自然療法 

伝統的な自然療法、植物療法は、身体の自然治癒力を高めます。どうしたらもっと健康で美しくいられるかを追求して、身体

と心、全体のバランスを整えます。 

芳香療法（アロマセラピー）  
脳から不調に対処して、身体と心のバランスを整えます。薬効のある植物の芳香成分、セラピュティック（癒す）グレードを

認めたエッセンシャルオイル（精油）のみを使用します。 

症例分析 
英国 IFPA（国際プロフェッショナルアロマセラピスト連盟）の認定校、クリニカルセラピストとして長年従事し、認定校の

厳密な教育を実践しています。効能の安全基準、科学的根拠、薬理学、心理的なアプローチ、独自にクライアントの様々な症

例を分析しています。 

 

 

 

【セラピュティック（癒す）グレードの植物エッセンス配合】 

クリニカルアロマセラピー効能理論と安全基準を基に、世界中から厳選された、オーガニック認証とセラピュティック（癒す）

グレードの植物エッセンスを配合しています。 

セントジョーンズワート  
ストレスを感じている時、気分

が優れない時のだるさを身体

の外に出すデトックス作用。 

フランキンセンス      
不安やイライラを鎮めて、心に

平和をもたらします。 

ブラックスプルース     
思考をリラックスさせて、インス

ピレーションとバイタリティーを

与えます。 

ラズベリーシード      
抗酸化作用が高く、ビタミン E

が豊富。紫外線によるダメージ

からお肌を守るオイル。 

マジョラム・スイート    
バランスを取り、神経系を鎮

め、心に栄養をプラスします。 
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【セラピュティック（癒す）グレードの植物エッセンス配合】 

クリニカルアロマセラピー効能理論と安全基準を基に、世界中から厳選された、オーガニック認証とセラピュティック（癒す）

グレードの植物エッセンスを配合しています。 

ラベンダー          
自律神経のバランスをとり、心

と身体をリラックスさせます。 オレンジ・スイート     
しずんだ心を元気にして、気分

を明るくします。 

パルマローザ       
興奮した状態から開放して、感

情を安定させます。 

ベルガモット（FCF）    
エネルギーの滞りを流し、神経

を整えて、痛みに作用します。 

光毒性を取り除いたフロクマリ

ンフリー精油です。 

カモミール・ローマン   
頭痛、筋肉痛、神経痛などの

痛みを和らげ、アレルギーやス

トレスを落ち着かせます。 

ブラックペッパー      
身体を温め、関節痛、筋肉痛、

肩こり、陣痛などの痛みを緩和

します。 

ラバンディン         
身こわばった筋肉、神経をほぐ

し、筋肉痛、リウマチ、頭痛、偏

頭痛などを鎮静します。 

ローズヒップ        
美肌、抗酸化、美白、肌再生、

ニキビ、キズ修復 

ココナッツオイル         
敏感肌、皮膚の保護、炎症を

鎮めてバリア機能を高めます。 
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大地と月のパワーを受けた精油からつくられた、 

100％ナチュラル処方のハンドセラムを 2018年 8月 20日（水）に新発売 

ティアレアーラ フレグランスハンドセラム 

ラブノート／シャイニーノート／リラクシングノート  各￥1,500＋税 30ｇ 

 

【100％ナチュラル処方】 

大自然のエネルギーが溢れるハワイ。その満月の光を浴びた天然石を転写した精油から、ティアレアーラのフ

レグランスハンドセラムはうまれました。シーンに合わせてセレクトできる 3 つの香りは、花々のみずみず

しいハーモニーがふわりと穏やかに広がります。みずみずしいテクスチャーで、べたつかないのに潤いが持続

します。溶け込むようにお肌になじみ、塗ってすぐにサラサラになるので、お仕事や家事の途中でも気にせず

お使いいただけます。爪や爪周りのケアにもおすすめです。 

 
【写真左から】 

シャイニーノート：咲いたばかりのようなフレッシュなローズの香りが広がったのち、熟した柔らかな雰囲気

に。女性らしさを高める香りは、お仕事中や同性と過ごすシーンに。（天然石：カーネリアン） 

 

ラブノート：ネロリのフレッシュな香りが広がったのち、イランイランの優美な印象に。愛する自信をくれる

情熱的な香りは、大切な人と過ごすシーンに。（天然石：ローズクォーツ） 

 

リラクシングノート：ラベンダーの穏やかな香りが広がったのち、バニラのやさしく甘い世界に包まれる。穏

やかになれるやさしい香りは、家族や友人と過ごすシーンに。（天然石：アクアマリン） 

コスメキッチン 先行発売 
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コスメキッチン 限定発売 

ドイツ発 植物の力を最大限に生かした 

「MARTINA（マルティナオーガニックスキンケア）」より 

待望の新商品 3 アイテムが 2018 年 8 月 20 日（月）に登場！ 

 

 

◆マルティナ ローズバルサム 

15ml/2,400 円+税 

 

すばやくお肌になじみ、うるおいを与える濃厚なバーム。 

ダマスクバラ花エキスや、必須脂肪酸を豊富に含むローズヒップ油（カ二ナ

バラ果実油）を配合。 

 

＜全成分＞オリーブ果実油**、ヒマワリ種子油**、カルナウバロウ*、カカ

オ脂**、シア脂*、ダマスクバラ花エキス**、カニナバラ果実油*、アボカド

油*、ダマスクバラ花油**、トコフェロール（サンフラワー油由来） 

◆マルティナ アイローション  

30ml/4,400 円+税 

 

なめらかなテクスチャーがすばやくなじみ、うるおいのある目元へ。 

抗酸化作用に優れた月見草油、お肌をやわらかくしてくれるアボカド油を配

合。 

 

＜全成分＞水、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂**、月見草油*、アボカ

ド油*、ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコエキス**、セタノール（ココ

ナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテ

アリル硫酸 Na、トコフェロール（サンフラワー油由来） 

◆マルティナ ローズバルサム  15ml/2,400 円+税 

◆マルティナ アイローション   30ml/4,400 円+税 

◆マルティナ ハンドローション  100ml/2,700 円+税 

*は bio、**は demeter 
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 ＊ローズシリーズ（左からクリーム、モイスチャーミルク、フェイシャルローション、クレンジングミルク） 

◆マルティナ ハンドローション  

100ml/2,700 円+税  

 

すっきりとしたオレンジが香る、みずみずしいテクスチャーのハンドローシ

ョン。 

なめらかな手肌へ。 

伝統的なハーブであり鎮静効果のあるカミツレ花エキスや消炎作用のある

セイヨウノコギリソウ葉エキスを配合。 

 

＜全成分＞水、ヒマワリ種子油**、カミツレ花エキス**、セイヨウノコギリ

ソウ葉エキス**、セイヨウニワトコエキス**、ダマスクバラ花水**、ダマス

クバラ花水**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリル

アルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸 Na（パーム油またはココ

ナッツ油由来）、香料（エッセンシャルオイル）**      

*は bio、**は demeter 

‐ABOUT Martina- 

『マルティナ』のプロダクトは、厳選された高品質な原材料を使用し、植物の力を最大限に引き出

すことで肌に優しくかつパワフルに働きかけ「肌自身の再生力を高める」サポートをします。 

スキンケアシリーズは肌質別に５シリーズ、スペシャルケア、ボディケア、ベビーケアと幅広い方に

お使いいただける豊富なラインナップとなっております。 

mailto:taiko@mashbeautylab.com
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本件に関するお問い合わせ
株式会社マッシュビューティーラボ
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TEL：03-5774-5565
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関連諸法規に抵触する表現が含まれますので、
店頭販売物等への転用はお控えください。

     コスメキッチン 先行発売

菅原 sugawara@mashbeautylab.com 

Fullmoon Girl ,  she  could be  herself  by herself !

アジア発!!私たちが探していたベストな選択肢　サニタリーライフを変える最小カップ（当社比）　　

フルムーンガール ¥4,000＋税

【サニタリーカップは環境と女性の身体に優しい、第三の生理用品です】
ナプキン、タンポンに続く第三の生理用品として、今、世界中で女性たちに使われはじめているサニタリーカップ。使い捨て
ることなく5年～10年使え、また月経時に蒸れや匂いからも解放されることから、一度使うと月経のイメージがまるで変わ
るような快適さです。1990年代から欧米では薬局などで販売されてきました。今や世界中で数百種のサニタリーカップが
販売されています。

【アジアで生まれた、最小サイズのフルムーンガール!】
2017年フルムーンガールは台湾で、アジア初、女性がプロデュースしデザインしたカップとして発売されました。女性が女
性の生活の質を向上するためにつくったカップは、若い世代を中心に、女性たちの月経ライフのイメージを変えつつありま
す。フルムーンガールのイメージは「すずらん」です。すずらんの花言葉は「再び幸せが訪れる」。月の巡りと共にある女性
の身体へのポジティブなメッセージです。

❶小ささ（ 世界最小サイズ（当社比）で、初めての人にも安心です ）
❷柔らかさ（ 堅すぎず、柔らかすぎない触り心地で、スムースに装着できます ）
❸もれない（ 内側が折りたたまれる設計で取り出す時も経血が飛び出ることがありません ）
❹蒸れない（ 内側で経血を受け止めるので、蒸れから解放 ）
❺匂わない（ ナプキンで気になってしまう匂いから解放 ）
❻お財布にとても優しい（ 5-10年使えます ）
❼長時間使えます（ 多い日でも最大12時間、継続使用できます ）
❽取り出しやすい（ リングがついているので指でひっかけやすく、簡単に取り出せます ）

【フルムーンガールは　TOKYO DESIGN AWARD 2017　GOOD DESIGN賞を受賞しています！】
「ヨーロッパやアメリカでは一般的になっているカップですが、アジア人女性にとって使いやすい形、サイズにこだわりまし
た。たくさんのカップを世界中から集め、実際に使いながら最良の形を考えました。色や触り心地にもこだわっています。
ぜひ日本のみなさんにも使っていただきたいです」（デザイナー：Yuan-Yi Chen）

デリケートゾーンケアを6年前から本格的に取り組んできた
コスメキッチンでもついにサニタリーカップが登場！

アジア人女性の為に作られた「フルムーンガール」を2018年8月20日（水）に発売致します。



本件に関するお問い合わせ
株式会社マッシュビューティーラボ

PR 担当：太古 taiko@mashbeautylab.com
津覇 tsuha@mashbeautylab.com

TEL：03-5774-5565
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ネロリの香りの潤いオイル
毎日のデリケートゾーンケアに

関連諸法規に抵触する表現が含まれますので、
店頭販売物等への転用はお控えください。

コスメキッチン 限定発売

菅原 sugawara@mashbeautylab.com 

ヴァージノル
VIRGINOL

容　   量:  28ml
販売価格:  2800円 + 税
全 成 分:
※アーモンド油、※アンズ核油、※ビターオレンジ花油、トコフェロール
※英国土壌協会認定オーガニック原材料使用

一番目に採られた高純度のアプリコットカーネルオイ
ルは、デリケートゾーンの乾燥や黒ずみ、硬くなった肌
にふっくらハリのある潤いを与えます。 ネロリの香りで
女性らしさをお楽しみください。 さらっとした使い心地
でスキンケアの美容オイルにも。

コスメキッチン限定サイズ

NEW!
新発売

2018 . 8 . 2 6

オーガニック・ボタニクスについて
イギリス南部ブライトンで、自らの敏感肌に悩まされたセルシ・リッチフィールドが年月をかけて研究し、
１９９８年に誕生したオーガニックスキンケアブランド。英国土壌協会認定材料にこだわり、アロマセラ
ピー、フラワーレメディー、ホメオパシーなどの自然療法の理論を取り入れ、肌本来の力を引き出すだけ
でなく、身体や心を健やかな自然体に戻すことを理念としています。   

Richfield BRIGHTON
『リッチフィールド』は、オーガニック・ボタニクス
の創始者セルシのファミリーネームです。 英国
ブライトンで生まれた、リッチフィールドの植物
美容は三代に亘り継承されてまいりました。 
今後も代々、皆さまに永くご愛顧いただける
オーガニックブランドとして成長していくことを
願い、ファミリーネームをブランド化してまいり
ます。 どうぞご期待ください。

●アーモンド油：
　ヴァージンオイルとよばれる一番搾りのスウィートアーモンドを使用。
　ビタミンEを豊富に含み、肌を柔らかくします。 乾燥肌の方に。
●アンズ核油：
　杏子の種子から低温で一番目に採られた高純度のシングルオイルです。　
　ビタミンEを豊富に含み、若さの脂肪酸とも言われるパルミトレイン酸を
　はじめ、リノール酸、オレイン酸、パルミチン酸、ステアリン酸といった5種
　の高級脂肪酸が豊富に含まれています。
●ビターオレンジ花油：（別名：ネロリ）
　ビターオレンジのお花から採られる貴重な精油。 保湿力に優れ、乾燥やUVなどの
　ダメージを受けたお肌におすすめです。 お肌にも心にも幸福感を与える香りで、
　至福のスキンケア・　ボディーケアタイムをお過ごしいただけます。

「 ヴァージノル 」 は、ヴァージナル オイル ＝ 膣オイルの造語です。 膣は粘膜でできています。 粘膜を潤し、温め
ることは、私たちの身体を細菌から守ることに繋がります。 また、デリケートゾーンを触ることで、「幸福ホルモン」
と呼ばれる、βエンドルフィンが分泌されます。 これにより、お肌の弾力をつかさどる真皮層のコラーゲンやエラス
チンの生成を促し、若 し々くハリのあるお肌をもたらします。 毎日のヴァージノルケアをおすすめします。

ベ
ー
ス
オ
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ル
　  

精
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ロ
リ
）

特
徴
成
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WHAT IS “VIRGINOL” ?

さぁ、毎日の ヴァージノルケア をはじめましょう！

オーガニック・ボタニクスのオイルへのこだわり 低温圧搾シングルプレスの高品質オイルを使用
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コスメキッチン 先行発売 

2018年 8月 7日(火) 
ニュージーランド発ナチュラルスキンケアブランド《トリロジー》より、 

ナチュラル成分のみ配合の クレンジングオイルが新発売！ 
 

トリロジーは、2002年に 2人の姉妹によって生まれたニュージーランド発のナチュラルスキンケアブランドです。 

ローズヒップの種から抽出した、はちみつ色のオイルと出会ったことから始まりました。 

ブランドを代表するアイテム『ローズヒップオイル』は 20秒に 1本売れると言われるほど、世界中で人気を博し

ています。 

ブランド名は〝トリオ″から生まれた言葉で、「simple・pure・vital」の 3つを意味します。 

ピュアな成分を使用したシンプルなケアでありながらも、結果がわかりやすい トリロジー。 

日本には 2008年に上陸し、オイル美容のパイオニアとして、また肌の変化を実感じていただきやすいブランドと

して、ナチュラルコスメ市場を牽引して参りました。 
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 トリロジー クレンジングオイル 
 3,800円+税 110ｍｌ 

 
ネイトゥルー認証取得。種子油のエキスパートとして、ヒーロー成分であるローズヒップを主成

分に最高品質の厳選されたナチュラルな成分のみ配合。肌を労わりながら、アイメイクやリップ

メイクなどのポイントメイクもスピーディーに落とします。W洗顔不要で洗う度なめらかな肌

に。ミネラルオイル、アルコール、ラウリル硫酸ナトリウムを含まないため、クレンジング後も

肌のつっぱりや乾燥を感じることなく、肌のうるおいと皮脂バランスを整えます。 

 
使用方法：3～４プッシュを手に取り、優しく円を描くようにマッサージします。マッサージ後、

ぬるま湯で洗い流します。 

全成分：アーモンド油,セスキオレイン酸ポリグリセリル-2,カプリル酸ヤシ油アルキル,カプリル酸ポリグリセ

リル-2,ブドウ種子油,ローズヒップ油,パパイア種子油,ヒマワリ種子油,ローズマリー葉エキス,酢酸トコフェロ

ール,香料 

ローズヒップオイルについて 

 

トリロジーのローズヒップオイルは、その品質と効果が世界的に認

知されています。トリロジーの代表製品であるローズヒップオイル

は、わずか5アイテムからなるオリジナルラインの1つとして2002

年にデビューしました。2012 年には、世界中の現代女性の肌悩み

に答えるべく、ロザピンプラスが追加となりました。 

どちらも世界的な美容アワードを数多く受賞しています。 

ローズヒップオイルの効能 

 

多くの効能を持つローズヒップオイルは、真の肌の救世主です。 

乾燥しきった肌へも潤いと栄養を与える優れた効果があり、 

ローズヒップオイルは健康的でツヤのある輝く肌を維持するための 

自然な方法といえます。 

 トリロジーはこれまでメイク落ち、肌質別にクリームタイプ、ジェルタイプ、バームタイプのクレンジングを展開してきましたが、 

肌に負担をかけずよりスピーディーにメイクを落としたいというニーズに応えるべく、『クレンジングオイル』の開発に着手しました。 
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コスメキッチン 限定 

歯本来の白く輝く美しさへ。 
ホワイトニング・歯周病対策・エチケットの 

トータルケア 
 

ナチュラルドロップス 薬用歯磨きジェル 

 3,000円+税 30ml 

ナチュラルドロップスは、オーラルのスペシャリスト 石井さとこ先生が監修した泡立たないプロ用歯磨きジェル。

歯科医だからこそ、その願いを商品に。歯磨きのセルフケアを充実させる事は健康への正しい一歩です。 

 

研磨剤・界面活性剤・防腐剤・発泡剤・合成甘味料を全てカット。 

生物の体内に存在するポリリン酸を高配合して、ステイン汚れをナチュラルにすっきり落とします。 

使用方法：適量（1プッシュ）を歯ブラシにとり、約 5～10分間歯及び口腔を清掃し、また歯茎をマッサージして下さい。 
最後によくすすいでください。毎食後及び起床後すぐ、1日数回に渡ってお使いいただけます。 

全成分：ポリリン酸 Na、ヒノキチオール、エタノール、ｌ-メントール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、精製水 

 

医薬部外品 
2018年９月中旬より 

コスメキッチン限定パッケージにて発売開始！ 

mailto:taiko@mashbeautylab.com
mailto:tsuha@mashbeautylab.com
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世界的にも稀少な、ニュージーランドの“ゼオライト”（洗浄成分）を使用したフェイス＆ボディ用ソープ。 

肌の余分な角質や気になるニオイのケアに最適なゼオライトが全身をすっきりと洗い上げ、 
さらに、アルガンオイル（保湿成分）が肌に潤いをもたらします。 

 
デイリー使いのボディソープとしてはもちろんのこと、毛穴汚れが気になる方や脂性肌の方には 
毎日のフェイスソープとして、キッチンではニオイの強い食材を触った後のハンドソープとして。 

用途に合わせて自宅のあらゆるシーンでマルチに活躍するソープです。 

コスメキッチン 先行発売 

2018年 8 月 9日(木)より、geosoapシリーズ待望の洗顔＆全身用石けん 
「geosoap face&body」が いよいよ発売！ 

ニュージーランド産 “ゼオライト” 配合で、あなたも地球もキレイに 

geosoap face&body（ジオソープ フェイス＆ボディ） 
 

価格：800円+税     内容量：110g 
 
全成分：パーム脂肪酸Ｎａ、パーム核脂肪酸Ｎａ、水、ゼオライト、グリセリン、アルガニアスピノサ核油（アルガンオ
イル）、パーム核脂肪酸、ラノリン、塩化Ｎａ、レモングラス油、ティーツリー葉油、酸化チタン、エチドロン酸 4Ｎａ 
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SPECIAL INGREDIENT 
 

驚きの吸着力を誇る「ゼオライト」 

“多孔質の鉱物”であるゼオライトは、火山灰が固まってできた
天然鉱物の総称。目に見えない無数の穴を持ち、表面積が大き
いことから、「吸着・脱臭力」「イオン交換力」「調湿力」に優れ
た天然の原材料です。 
その圧倒的な脱臭力を活かしてアンモニアを吸着する猫砂や家
屋の壁紙に用いられる他、水槽の水質浄化や土壌汚染対策に活
用されるなど、日用品においては様々な用途で使用されていま
す。 

 

“世界一若い”ニュージーランド産ゼオライトの特長 

geosoapは、ニュージーランド産のゼオライトのみを使用しています。 
日本を含め様々な国で採掘される鉱物ですが、日本で採れるゼオライトが
250万年前～2,300万年前のものであることに対し、世界で唯一ニュージ
ーランドのロトルア・タウポ地区では、約２万５千年前の若さのゼオライ
トが採掘できます。 
 
地質学的に、“鮮度の高い” ゼオライトは古いものと比べてより多くの物
体・液体を吸収する働きがあり、細かく粉砕したものを液体中に入れても、
クレンジングおよび脱臭の特性を保持し続けます。 
 

 

飲料水や家畜の飼料に ゼオライト様々な活用法 
“鮮度の高い” ゼオライトが採掘されるニュージーランドでは 
様々な形でゼオライトが生活に取り入れられています。 
 
家畜の体内バランスを整えるため飼料にゼオライトを加えたり、 
デトックスのため飲料水にゼオライトを入れて飲むなど、インナ
ーケア成分として摂取する人もいます。ゼオライトが持つ天然の
優れた機能は、生活の様々なシーンで注目を集めています。 
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BRAND CONCEPT 
  

地球で洗おう。地球も洗おう。 
世界的にも稀少なニュージーランドのゼオライトの洗浄力が、 

肌に残った余分なものをさっぱりと洗い上げます。 

天然の洗浄成分は、洗い流した後も環境にやさしく。 

使えば使うほどにあなたも地球もキレイにするソープです。 

 

 

 

 

 
 

OUR SPIRIT 
 

Think about trash.   
“捨てる”を考える。 

 
私たちは geosoap をつくるとき、 

使っていただくときだけでなく、 

捨てるときのことも考えました。 

肌の汚れなどを落とす洗浄力はしっかり保ちながら、 

洗い流した後に地球環境もキレイに。 
 
やさしさが、この世界にあふれるように。 

日常の暮らしを一つひとつ変えていくことで、 

一緒に地球にやさしい人になりましょう。 
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PRODUCT 
 

 
geosoap hand&refresh 
ジオソープ ハンド＆リフレッシュ 
 
デイリー使いのハンドソープの他、足の角質ケアや、ニオイの気になる 
ゾーンのパーツケアに。スクラブをしっかり感じる大きめのゼオライト 
の粒子が、しつこい汚れを吸着し、気になるニオイをケア。洗面所や 
バスルームなどのさまざまな“洗う”シーンでの、週１～２回のスペシャル 
ケアにもおすすめ。 
 

1,100 円＋税 250g 
 
全成分：水、ゼオライト、デシルグルコシド、グリセリン、ケイ酸 Na、クエン酸、 

キサンタンガムケイ酸（Ａｌ／Ｍｇ）、ベンジルアルコール、デヒドロ酢酸、 

レプトスペルムムペテルソニイ油 

 
 
geosoap face&body 
ジオソープ フェイス＆ボディ 
 
「ジオソープ ハンド＆リフレッシュ」よりも粒子の細かなゼオライト 
を配合し、やさしい使い心地とともにしっかりとした吸着力を実現。 
肌に潤いをもたらすアルガンオイル配合のため、ハンド・ボディソープ 
としてはもちろんのこと、毛穴汚れが気になる方や脂性肌の方には 
毎日のフェイスソープ、ニオイの強い食材を触ったあとのハンドソープ 
などにぴったり。 
 
800 円＋税 110g 
 
全成分：パーム脂肪酸Ｎａ、パーム核脂肪酸Ｎａ、水、ゼオライト、グリセリン、 

アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）、パーム核脂肪酸、ラノリン、塩化Ｎａ、 

レモングラス油、ティーツリー葉油、酸化チタン、エチドロン酸 4Ｎａ 

発売中 

NEW!! 2018年 8月 9日(木)先行発売 
代官山、OMOTESANDO、ルミネ新宿 1、恵比寿アトレ、WEB STORE 

2018年８月 13日(月) 
その他コスメキッチン、ビープル バイ コスメキッチン全店※阪急うめだ、博多阪急除く 

mailto:taiko@mashbeautylab.com
mailto:tsuha@mashbeautylab.com
mailto:sugawara@mashbeautylab.com
mailto:makino@mash-holdings.com


本件に関するお問い合わせ
株式会社マッシュビューティーラボ

PR 担当：太古 taiko@mashbeautylab.com
津覇 tsuha@mashbeautylab.com

TEL：03-5774-5565

株式会社マッシュビューティーラボ

PRESS RELEASE
報道関係者各位

関連諸法規に抵触する表現が含まれますので、
店頭販売物等への転用はお控えください。

        コスメキッチン 先行発売

菅原 sugawara@mashbeautylab.com 

ニュージーランド発、人にも環境にもやさしいナチュラルトータルケアブランドの＜エコストア＞から待望の
ボディウォッシュが日本上陸。なめらかな泡で素肌の油分を取りすぎることなく、汚れをすっきり落とします。
保湿力の高いニュージーランド原産のハラケケ＊を配合し、しっとりうるおいのある肌に整えます。天然の
エッセンシャルオイルを使用した”オレンジ＆サイプレス”と”ローズ＆ゼラニウム”の2種類の香りをコスメ
キッチンにて2018年9月12日（水）先行発売いたします。

香り：＜オレンジ＆サイプレス＞ ＜ローズ＆ゼラニウム＞

全成分：水、ココアルキル硫酸Ｎａ、ヤシ油アルキルグルコシド、デシルグルコシド、ラウロアンホ酢酸Ｎａ、ニューサイラン葉エキス、
　　　グリセリン、ベタイン、オレイン酸グリセリル、ヒドロキシプロピルグアーガム、グルタミン酸ジ酢酸４Ｎａ、クエン酸、塩化Ｎａ、
　　　デヒドロ酢酸、ベンジルアルコール、香料

原産国：ニュージーランド

ボディウォッシュ　　　　　　           400mL　/   800円+ 税

＊ハラケケ（成分表示名・・・ニューサイラン葉エキス）
ニュージーランド原産の亜麻植物。栄養素や多糖類を多量に含んだ自然界のスーパー
スキンハイドレーター。一般的に知られるアロエベラよりも保湿力が高いとされる植物。

<エコストア>から待望のボディウォッシュが日本上陸！
健康的でうるおいのある肌へ。天然精油を使用した2種類の香りが

コスメキッチンにて先行発売。
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100BON(ソンボン)は『本当に必要なものだけで香水を作りたい』という創業者の思いから、2017 年にフランス・

リヨンで誕生したライフスタイルブランド。ブランドの軸となるフレグランスは、100%天然素材の香料とビオ

小麦由来のアルコールで構成され、自然の持つ多様な香りを詰め込んだ心地よくも奥深い香り。自然体でありな

がら洗練されたイメージを与えてくれる、大人のグリーンフレグランスです。 
 

香りの種類は、レモングラスとジンジャーが爽やかに香る「オー・ド・テ＆ジンジャー」や、ジャスミンやスペ

アミント・ココナッツが、夏の気分を盛り上げる「ジャスミン＆イラン」など計 10 種。 

香りの強さは、ほのかな香りで日常使いしやすいオードパルファンと、より香りが長く続くコンソントレの 2 種

があります。 
 

ソンボン オードパルファン各種    15mL  2,300 円＋税 / 50mL  5,500 円＋税 

ソンボン コンソントレ各種      15mL  2,600 円＋税  / 50mL  6,500 円＋税 

※コンソントレはオードパルファンでありながらも賦香率が高くより持続性があるもの 

※50mL サイズの取り扱いは、渋谷ヒカリエシンクス店のみ 

 

コスメキッチン 先行発売 

【日本初上陸】 

フランス発、100%天然香料のフレグランスブランド『100BON (ソンボン)』が 

2018 年 8 月 20 日（月）よりコスメキッチンにて先行販売 

mailto:taiko@mashbeautylab.com
mailto:tsuha@mashbeautylab.com
mailto:sugawara@mashbeautylab.com
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カルヴィ＆フィグ  

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

花とフルーツの香り。 

インスピレーションは幼い

頃に嗅いだイチジク畑の香

り。 

中世では恋の媚薬として使

われていたキャラウェイが

アクセントに。 

ジャスミン＆イラン  

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

花々が咲きみだれ、太陽の

光をいっぱいに感じるこの

香りは、一気に夏の気分に。

光り輝くようなフレグラン

ス。 

シダー＆ネロリ  

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

フレッシュなネロリの香り

と、シダーツリーの荘厳さ

が融合。 

感覚を刺激して目が覚める

ような香り。 

ベルガモット＆ローズ  

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

みずみずしく、ほのかに甘

いローズの香り。 

最もロマンティックな花に

ふさわしい優雅なフレグラ

ンス。 

シダー＆イリス  

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

三種のシダーに、美容効果

が高いと古くから香水や化

粧品に用いられてきたイリ

スを調和させた魅惑的な香

り。 

ネロリ＆プチグレン 

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

柑橘系の花々の明るく、心

地よい香り。 

ラストノートはビターオレ

ンジの木の葉や枝から抽出

されるプチグレンの香りが

際立ちます。 

mailto:taiko@mashbeautylab.com
mailto:tsuha@mashbeautylab.com
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コスメキッチン 限定/先行発売 

オー・ド・テ＆ジンジャー 

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

ジンジャーとお茶の魅力的な出会

い。フレッシュでスパイシー、そ

して柑橘が香ります。 

最後にアラビアジャスミンのグリ

ーンが広がります。 

アマレット＆フランボワーズ 

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

バニラをアクセントアクセントに、

甘さとフルーツの美味しそうな香

りのミックス。美味しい香りが好き

な人に。 

ミモザ＆ヘリオトロープ  

コンソントレ 

15mL ￥2,600＋税 

 

フローラルとパウダリーがやわら

かくほんのり甘く香る。 

上品なハーモニー。 

ダヴァナ＆ブルボン・バニラ 

オードパルファン 

15mL ￥2,300＋税 

 

フルーティーで甘さのある、美味

しそうな香り。木々の香りにバニ

ラがアクセントとなり、意外な組

み合わせがクセになる。 

mailto:taiko@mashbeautylab.com
mailto:tsuha@mashbeautylab.com
mailto:sugawara@mashbeautylab.com

	00表紙
	01エルボリ　タンチュメールリニューアル
	02アロマセラピーカンパニー
	03ティアレアーラ
	04マルティナ
	05アジュマ
	06リッチフィールド　オガボタ
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