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　自分が生きている時代に、こんなことが起きるなんて！きっと去年はそんなふうに思っていたはず。それが今は、
この異常な時代に良くも悪くも慣れてきてしまっている。マスクを外せないことにも、旅や会食ができないことにも、
諦めのような気持ちが生まれ、あるいは未来に希望を見出そうと言う気持ちさえ、萎えてきているのではないだろうか。

　つまり、去年の方が失望も不安も不満も大きかったから、早くそこから抜け出そうと言うエネルギーも体の中で渦
巻いていた。抜け出したらこうしよう、ああしようと言う夢が次々に生まれた。でも今、収束の時をイメージしても、
心があまりワクワクしないのだ。

　ただ、そんなふうに心が動かなくなっている中、偶然か必然か日本で行われたオリパラ 2020。そこで私たちが目撃
したものは、停滞した心を大きく揺さぶった。例えば、人生の途中で重い障害を負って、絶望の淵に立たされ、でも
何かのきっかけで競技と出会い、そこに希望の光を見て、努力して努力してついにメダルを取って輝くような笑顔を
見せたアスリートたち。その姿には、衝撃を覚えたはずなのだ。勢い、自分がその立場だったらどうしただろうと考え
た人も少なくなかったはず。そして、そういう失望の中で希望を見い出すのに、一体どれだけのエネルギーが必要だっ
たか、想像もつかないことに茫然としたはずなのだ。でも同時に、希望という感情の凄まじいパワーにも改めて気づ
いたかもしれない。希望とは、ほとんど「生きること」に等しいのだという……。「生きる希望」という成句があるが、
まさに希望は、生きるためのパワーに他ならないのだと。

　そういえば忘れていた。まだまだ長引きそうなコロナ禍に、すっかり忘れかけていた希望という感情。いつも身近に
あるようでいて、実はきちんと呼び起こさないと生まれてこないもの。しかもその希望には、とてつもない力が備わっ
ていることを、今回思い出させてくれたのだ。

　『不幸を治す薬は、ただもう希望よりほかにない』シェイクスピアの言葉である。「不幸」の反対語は「幸福」だと思っ
ていたけれど、現実はそう単純ではない。心の仕組みはもう少し複雑。自分が仮に、少しでも不幸だと感じている時に、
いきなり幸せを探しても、ただ虚しいだけ。不幸のすぐ側に、幸福は見当たらないからだ。不幸感を感じたら、まず
すべきことは、心に希望を抱くこと。どんな小さな事でも良い。希望の小さな光を心の中に灯すことなのだ。それを
手がかりに、幸せのほうに向かって歩いていく、そのプロセスが大切なのだ。そう考えると、不幸感を幸福感に変え
ることは、それほど難しことではなくなる。小さな希望を胸に抱けば良いのだから。

　逆に言えば、希望の反対語も、絶望ばかりではない。絶望や失望は、一過性のものだから。もっと何が原因かわか
らない日々の小さな不幸感、毎日 1 ミリの不幸感がどんどんオリのように溜まっていって次第に心が重たくなっていく、
まさに今のこのコロナ禍 2 年目のような状態から抜け出す手段も、また小さな希望に他ならないのだ。

　小さな希望の火を灯す……とても単純に、何か新しい習い事を始めたり、新たなコミュニティーに参加したり、また
部屋の模様替えをしたり、そして状況が許せば旅の計画を練ったり、いやそう思い立つだけでも、火は灯る。長いトン
ネルの中にいる今だから必要な、生きるための火、今日……今ここで灯してみて欲しい。命の中で、静かに力が湧い
てくるはずだから。
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コロナ禍 2 年目、心が動かなくなっている今、

あなたも忘れかけていないか。希望と言う感情を。
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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。最新刊は初めて
の男モノ『されど“男”は愛おしい』（講談社）。また『“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。



コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

何やら溜まっているときは、
カッサとオイルですっきり流す

運動不足になっている時、何だか体が重いように、長引くコロナ
生活は体重には現れずとも、もったりとした“溜まり感”を生んで
いるかもしれない。こういう時こそ、滞ったものを流して巡らせて、
すっきりさせるカッサのお手入れが効く。顔はもちろん腕や足、
デリケートな部分でも心おきなく“さする”マッサージが可能な、
手間をかけて作られたこのカッサを選んでみた。愛媛県でしか得
られないアースストーンはミネラル含有量の高い希少性ある石。
冷たさや暖かさも含め、自然のものならではの繊細な肌あたり
が嬉しい。滑りを良くするオイルにも、乾きを防いで生き生きと
した肌へ導くプロポリスエキス*入りのビューティーオイルを選んで。
いつの間にか1日1回の習慣になっていくはず。
＊保湿成分
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美容ジャーナリスト齋藤薫の
“引き寄せ”コスメ

マッサージ効果ある炭酸*がじっくり届き、
スチームバスの仕上がりのよう

常に攻めのテクノロジーで、オーガニックコスメの可
能性をみるみる広げてきてくれたのが日本生まれの
ドゥーオーガニック。ついに炭酸*入りの泡乳液まで
作ってくれた。泡美容は何だか心もとなくて……と
いう声も耳にする中、これは本当にじっくりしっかり
泡が角質層まで溶け込んでいき、マッサージのよう
な働きを持つ炭酸*の効果を伝えていく、とても優
れた泡乳液。ただの泡ともミルクとも違う未知なる
快感と、まるでスチームバスのような仕上がり体験
がうれしい。マスク感覚で泡をまとえば、なおさら
大きな手ごたえにきっと目を見張るはず。今年は夏
バテと言うよりコロナバテの肌が増えているはず。
そんな肌に一度試してみて欲しい。
＊噴射剤

私たちがシャンプーに望むのは、
髪にとってフラットな状態
「０」に整えること！

日本におけるナチュラルオーガニックのブームは、
シャンプーから始まったこと、知っていただろうか。
それだけ多くの人が、洗うことで髪に負担をかけて
いるという不安を抱いていた証。改めてその原点に
戻って、セレクトしてみたのがこのオーバイエッフェ
のシャンプーなのだ。そもそもシャンプーの目的は
汚れやダメージのない状態に整えること。それを
丁寧に体現するのが3つの「0」へのこだわり。0の
状態に近づけるためアルカリイオン化した水をベー
スに、合成香料や動物由来のものを０にするこだわ
り成分、0にリセットしてくれる心地よい香り。そして
何よりシャンプーだけでもつるつるサラサラの髪が
できあがる、0に戻すサスティナブル。これこそが求
めているものだったのだと気づくはず。

ディープ クレンジング ウォッシュ
ボディ アンド ハンド g&p
（薬用・医薬部外品）
300mL／ ¥2,860

5 bda organic
ビーディーエーオーガニック

人と会わない、出掛けない、
だから心が動かない今、
心身に希望の光を灯すのは、美容感性 ?

　良くも悪くもコロナ生活に慣れてきてしまった今、マスクに慣れる

だけではない、人に会わないことや出掛けないことさえ、なんだか

当たり前のように思えてきた。だから心も動かずに、体中で代謝が

滞っているような、そんな感覚を持つ頃なのかもしれない。

　そんなふうに、身も心も運動不足になっている今こそ、自ら意識

して命のエクササイズをしたいもの。何でもない、何も起こらない

日常で、最も身近な命の体操となるのが、日々の美容であることに、

どうか気付いてほしいのだ。

　例えばだけれど、洗うこと 1 つとっても、なにやら気持ちが高揚

するような、生きるエネルギーが高まっていくような、そんな洗顔や

クレンジングってあるはず。また、家にいる時さえ、停滞した心を

動かし華やがせてくれるのが、優しさとトレンドを併せ持つネイル

塗りだったりする。一方でコームやカッサといった、日常的に使う

ツールに一生でも使えるような“とっておきの良いもの”を選ぶと、

それだけで暮らしのレベルが上がるように感じるもの。そしてもち

ろん道具はいつも私たちを行動的にしてくれる。自らを鼓舞する

ような美容の準備を、今こそすべきだと思うのだ。

　そんな何気ない工夫ができるのが、すなわち日々の美容と言って

も良い。1 番身近なことだから、日々の何気ない美容が、生きる

希望にもつながってきたりするもの。そういう意味では「美容感性」

とも言えるセンスを研ぎすませて、自分を鼓舞すること。自らの

気持ちを立ち上がらせるのが上手な人は、実際いつまでも若々

しい。希望に満ちた日々を送っているに違いないのだ。だから今

こそ美容感性を働かせて!

ネイルポリッシュ
04 ネモフィラ
05  レースラベンダー
06  レンテンローズ
10ｍL／各 ¥1,980 

to/one3 トーン

ブライト サーキュレーター ミルク　100g／¥6,600

do organic1 ドゥーオーガニック

むしろコロナ禍だから、
ネイルの色に鮮やかさが嬉しいとき

自然由来成分にこだわる中で、どれだけ洗練されたネイ
ルが作れるのか、そこに挑んだのがto/one 。見てほ
しい。今みんなが1番欲しい、ニュアンスのあるモード
なカラーを丁寧に、思い入れたっぷりに描き出している。
コロナ禍にあって、口紅を休んでいる人が増える中でも、
ネイルは逆に人気。それもマスクが指先を目立たせる
上に、いつも視界に入っている指先に彩りがあると、それ
だけで自らの気持ちを高揚させるから。さらには、ネイル
を塗ると気分が上がるいう不思議な効果も。意外なま
でにネイルが与える希望の力が浮き彫りになっている
のだ。だからこそ爪に優しく、目にアデやか、心華やぐ
ネイルを選んで。

K24GP スカルプカッサ　¥16,280 

LOVE CHROME4 ラブクロム

ブライトニング アイリススクラブ　75mL／ ¥3,300 

ARGITAL7 アルジタル

青魚からではなく藻から得られた
次世代のDHAだから、選びたい

今やエイジングケア*のカギとも言えるDHA/EPA。良いことずくめのこの
2成分を同時に取るインナーケアは、人生100年時代、いつまでも活力と魅
力にあふれた知的な大人でいるために、なるべく早く始めたいと言われる。
これまで青魚からしか取れないと言われていたこの希少な成分を、魚では
なく藻から得ることに成功したのがこのサプリ。次世代のオメガ3とも言わ
れる海の藻由来のDHAオイルが今本当に話題なのだ。海洋汚染の影響も
回避、生態系を壊さずに、地球にとっても人にとっても優しい嬉しいサプリ
の誕生である。しかも、毎日取るものだからのさらなる配慮から、木材繊維
のセルロースを使うのが一般的なカプセルに、タピオカを85%も使用した
植物性のカプセルを採用。さぁ、今こそインナーケアを始めよう。
＊年齢に応じた美容ケア

輝く天然素材、24金の恵みが
コームを特別な髪質ケア&カッサにした

文字通りのカリスマ、ツイギーの松浦美穂さんがアドバイザーとして参加し
た24金のラブクロム、スカルプカッサが、今大きな話題を呼んでいる。これ
でとかすだけで、本当に髪がいきなりツルツルさらさらになる。見事にツヤ
が出る。まとまりやすくなる。頭皮マッサージはもちろん、肩こり時のマッサ
ージなどにも使える……等々絶賛の声が絶えないのだ。美しく輝く自然素材、
24金だから実現した“信じられないほど滑らかな表面”が、静電気を起こさ
ず、髪も滑らかに整える。クシなのに、クシをはるかに超えている。人にとっ
てコームはまさに日々一緒に生きていくツール。だからこそ一生モノが一本
欲しいと思うなら、ぜひこれを！

セクシュアルな対人関係をより心地よいものにするために

「世界エイズデー」の2020年12月1日に発売となったボディー&ハンド
ウォッシュがある。ジェンダーフリー、LGBTという言葉とともに性の多様性
が一気に進む中、にわかに注目を集めるのが「セクシュアルウェルネス」と
いうジャンル。セクシュアルな対人関係をもっと心地よいものにするアイ
テムが次 に々今デビューを遂げているのだ。それもオーガニックがこの分野
に取り組んだからこそ生まれた安心。日本においてその先駆けとなったのが
このbdaなのだ。殺菌効果が高くニオイケアにも役立つ洗浄料は、ボディー
の隅々にまで使えるうれしい処方。グリーンティー＊をベースとしたフレグ
ランスのような上品な香りも人気。新しい時代を象徴するような一品だ。
＊チャエキス（洗浄成分）

何となく肌の調子が上がらない時
思い出したいひと技

目に見えるトラブルがあるわけではないけれど、古い角質が溜まって何と
なく肌が濁って見えたりくすんで見えたり。コロナ生活が長引くほどに、
そういう声をよく耳にする。だから思い出して欲しいのが、心優しいスクラブ。
気づかないほどの小さな出来事も積み重なれば、肌の営みにブレーキを
かけて、乾燥などにもつながり肌色をくすませる。そこで大げさなケアは
いらないけれど、心地よく香り高く、こわばった肌を一瞬で脱ぐように柔
らかく整えるマイルドなスクラブがある。古代から美肌の使徒として愛さ
れた花、アイリス*の効果がたっぷりと届いて、肌に目覚めのような美しさ
をもたらしてくれるはず。
＊イリス根（スクラブ剤）

ヴィーガンDHA+ボラージオイル
90粒／ ¥4,104 

だいじょうぶなもの6ObyF2 オーバイエッフェ

モイストシャンプー　250mL／ ¥3,080 

スキントレーナー
¥10,780

バイタルスキンケア
コンディショニングオイル
10mL／ ¥4,180

MiMC8
エムアイエムシー

※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売



今年も大変な1年だったかもしれない。苦境に立たされて、心が折れそうになることもあるかもしれない。
それでも、自分自身とじっくり対話したのち、周りを見渡せば、きっと希望の光が見えてくる。

幸せへの道を歩みだせるかは、自分次第。そんな気持ちに導くHOPEFULなアイテムが、Cosme Kitchenで待っています。

どんなときも希望の光を探そう

HOPE I tems

12/1（水）発売

マリーゴールド*1やヒマワリ*2など、パッと明るくたく
ましい印象の花々を用いたハーブティー。うっとりす
るような黄金色が美しく、目からも気分が高まります。
飲みやすく食事にも合うので、家族みんなで楽しんで。
＊1有機マリーゴールド　＊2有機ヒマワリ

ホープティー　18袋／¥972

輝く未来を思わせる
ゴールドティー

SONNENTOR
ゾネントア

12/1（水）発売

4種のオイルと天然由来エッセンスの2層でできた
ブースターオイル。べたつきにくく、爽やかなシトラス
の香りが心地いい。肌をキュッと引き締めながら、次
のスキンケアをぐんと引き込むようなうるおう肌に整
えます。

ディープモイストオイル（HOPE）　60mL／¥3,520 

シトラスですっきり
引き締めブースターオイル

chant a charm
チャントアチャーム

12/1（水）発売

ヨルダンの死海の塩*を使用し、一粒一粒がまるで
クリスタルのように美しいバスソルト。高揚感高まる
モクレンをはじめ、スペアミント、オレンジ、ジンジャー、
グレープフルーツがバランスよく香り、バスタイムを
彩ります。光がさすような晴れやかな気分を感じて。
＊海塩（保湿成分）

ホープ　バスソルト　285g／¥2,970 

深呼吸して感じて欲しい
希望で満たすバスソルト

SHIGETA
シゲタ

12/1（水）発売

シアバター *を20％使用した、爪先までしっとり整える
ハンドクリーム。べたつきにくいのが嬉しい。ウッディ
をベースに、柑橘、フローラル、ミントが香ります。
安らぎ時間にもポジティブシーンにも寄り添うアイテム
です。
＊シア脂（保湿成分）

ハンドクリーム　HOPE　40g／¥1,320 

手肌から広がるHOPE
心に寄り添うハンドケア

MAMA BUTTER
ママバター

12/1（水）発売

メイクオフしながら、化粧水とオイルで整えたような
肌に仕上げる2層のシェイククレンジング。幸せカラー
のピンク×ポジティブカラーのイエローで気分を高め
つつ、ユズやアオモジの香りですっきりリフレッシュ！
シェイククレンジング　EX０１（HOPE）
100mL／¥2,530 

二層でオフと保湿を同時に
しっとりリフレッシュ　

naturaglacé
ナチュラグラッセ

12/1（水）発売

日本古来より美容に役立てられてきた米ぬか*を用
いて、原料やパッケージにもこだわり、使う人、作る人、
すべての人のHOPEを願うマッサージバッグです。
水で湿らせ、やや泡立った状態でくるくると肌に転がす
と、90秒でつるんとした肌に！
＊コメヌカ（スクラブ成分）

マッサージ　バッグ　３個入り／¥1,760 

米ぬか*マッサージでつるん！
希望溢れる表情へ

do organic
ドゥーオーガニック

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売 コスメキッチン

限定販売

06 07※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。



エッフェオーガニック

F organics

ファミュ

FEMMUE

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

ヴェレダ

WELEDA

メイドオブオーガニクス

made of 
Organics

ピーナッツ

PEANUTS

マルティナ

MARTINA アンティポディース

Antipodes

あなたにも、わたしにも。誰にでもホリデーはやってくる！

08 09※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。

ドリームグロウマスク
ホリデーコンプリートセット 2021
¥4,200 

［ドリームグロウマスク（BL、PF、RR、CP、CC 計5枚］

人気のシートマスクを集めた嬉しいキット。保湿力
に優れたCCはこのキットの為に作られた限定品。
透明感*を与えるRR、ハリを与えるPF、引き締め
て整えるCP、首までケアできるBL。100％天然由
来素材でできたマスクはぴったり密着して美容液
を肌のすみずみまで届けます。
＊うるおいを与えて透明感をもたらす

ヴェレダ シグネチャー
スキンフード
セレブレーションセット
¥4,180

［スキンフードボディバター 150mL／スキ
ンフード３０ｍL］

人も自然もすべてのいのちを思いやると
いうメッセージを込めた、お得なキット
です。トラブルを感じがちな人もマル
チに使えるスキンフードと、全身にたっ
ぷり使えるボディバターの2点。生物
多様性を色彩豊かに表現したパッ
ケージで、ギフトにもおすすめ。

ヴェレダ シグネチャー
ざくろFオイル 
セレブレーションセット
¥6,600 

［ざくろフェイシャルオイル30mL／フェイ
ス＆デコルテローラーメソッドリーフレット］

ほんの1～2滴でエイジングケア*１が
できるオイルと、フェイス＆デコルテ
ローラがセットに。年齢肌にふさわしい
ザクロの恵みで、果実のようにみずみ
ずしくハリのある肌*2に導きます。
＊1年齢に応じた保湿ケア　＊2保湿効果による

アンティポディース
ヘルシースキンキット
¥6,930

［カルチャープロバイオティクスナイトウォ
ータークリーム  60mL／ヘイローボルカ
ニックマッドマスク　ミニ15mL／ディバイ
ンアボカド＆ローズヒップフェイスオイル　
ミニ 10mL］

NZならではの自然由来成分をふんだ
んに使ったエイジングケア*キット。マ
スク、ウォータークリーム、フェイスオ
イルの3アイテムを取り入れて、乾燥
や日々のがんばりを受けた肌を、おう
ちでじっくりケアをして。
＊年齢に応じた保湿ケア

Gift Collection
CHRISTMAS

輝く1年を過ごせた人も、どんよりが多かった人も、ホリデーシーズンを楽しみましょう！
気持ちがパッと晴れやかになるようなコスメキッチンのギフトコレクションは、大切な人への贈り物にぴったり。

もちろん、自分自身に贈って、自分のご機嫌を取るのも素敵！　

モイストリペアボディケアセット　¥5,016

［フォーミングボディウォッシュ 370mL／アフターバスオイ
ル 100mL／ハンドクリーム 30g］

乾燥による不快感で悩んでいる人に、天然ヒト型セラ
ミド*と植物の力を活かした、ボディウォッシュ、アフター
バスオイル、ハンドクリームをセレクト。あれこれ使って
みてもしっくり来なかった人こそ、トライしてみて。
＊セラミドAP、NP（ともに保湿成分）

アイ＆リップケアセット　¥4,950 

［アイケアクリーム 15mL／リップバルサム 

15mL］

乾燥の影響を受けやすいパーツに濃密なうる
おいを届ける、人気の2アイテムがセットに。
アイクリームは、使うたび目もとにふっくら感が。
リップはゴワゴワ唇もいたわるように保湿し、

ホリデートリートメントセット
2021　¥13,530 

［ローズウォータースリーピングマスク 50ｇ
／リップスリーピングマスク 15ｇ（ルミエー
ルヴァイタルC 10mL／グロウドロップス 
10mL／ドリームグロウマスク（RR/PF） 各
1枚／フェイシャル アイスクリームブラシ］

寝ている間にみずみずしい肌に整える
ローズウォータースリーピングマスク。
ダマスクローズの芳香蒸留水＊が潤い
チャージとうっとりするような香りを叶
えます。人気のシートマスクやキット限
定のリップ用マスクで顔全体をくまなく
ケアして！
＊ダマスクバラ花水（保湿成分）

２アイテム入っています！

裏面は
宛名スペース付！

ウィンターモイスチャーキット
¥5,500 

［モイスチャーローション 150mL ／モイ
スチャークレンジング クリーム30g／モイ
スチャーフォーミングウオッシュ 30mL／
モイスチャークリームN 8g ］

人気のモイスチャーローションに加え、
クレンジング、洗顔、クリームのミニサイ
ズが揃う。ダマスクローズ*1やザクロ*2

が潤いとハリを与え乾燥する季節にぴっ
たり。基本的なスキンケアが完了する充
実のラインナップだから、初めてのオー
ガニックケアにも。
＊1ダマスクバラ花水
＊2ザクロ果実エキス（共に保湿成分）

11/1（月）発売

PN ナチュラル ハンドリフレッシャー＆
ハンドクリームセット　¥2,970 
［ナチュラルハンドリフレッシャー (オレンジ×ラベン
ダーの香り)  30mL／ナチュラルハンドクリーム(オ
レンジ×ゼラニウムの香り)  30g］

手肌をスッキリさせるオレンジ×ラベンダーの香り
のハンドリフレッシャ―と、さらっと馴染むオレンジ
×ゼラニウムの香りのハンドクリームのセット。
スヌーピーが彩るパッケージも賑やかで、そのまま
郵便で郵送できるホリデー限定仕様。

ハンド＆ボディーキット
¥3,300 

［ナチュラルハンドクリーム　ローズ＆イ
ランイラン50g／ナチュラルボディミルク 
ローズ＆イランイラン200mL］

ブランド定番のローズイランイランの香
りを体感できるボディケアキット。べた
つかずみずみずしい使用感のハンドク
リームとボディミルクで、冬でも潤い肌
に整えます。メッセージカード付で、一
言想いを添えてプレゼントにもおすすめ。

12/1（水）発売

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売 コスメキッチン

限定販売

ドゥ オーガニック

do organic

do organic　ウインターキット
¥4,000 

［ボディ エマルジョン メローブロッサム 180ｍ
L／コンデンスト リップ バーム］

保湿と引き締めを叶える、フローラルな香
りのボディ乳液と、「こんなリップ欲し
い！」の声を追求して生まれたセミマット
リップクリームがセットに。うるおいを与
えて滑らかに整える2品は、冬に重宝す
るはず！



ダムダム

DAMDAM

フレナバ
ナチュラル＆オーガニック

FRENAVA
natural & organic

クレメンスオーガニック

clémence
ORGANICS

サンフード

Sunfood
SUEPERFOODS

ドクターハウシュカ

Dr.Hauschka

アルジタル

ARGITAL

レミオ

reMio

オーバイエッフェ

O by F

ガミラシークレット

Gamila Secret

10 11※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。

reMio ウィンターキット　¥4,400

［オーガニックアルガンオイル 30mL／アルガンクレイ石鹸 100g］

コールドプロセス製法で作り上げたアルガンクレイ石鹸と、
オーガニックアルガンオイルのセットで、乾燥などの外的環境
から保護。うるおいを待ちわびている肌を心地よく洗い上げ、
数滴のオイルでリッチなやわらか肌に整います。
＊アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

OFURO SET　¥8,811 

［CLASSIC SHAMPOO (SHISO)300mL／ CLASSIC 
CONDTIONER (SHISO） 300mL／ BODY WASH (SHISO) 
300mL］

サステナブルな物作りを続けるDAMDAM。紫蘇が爽や
かに香るボディウォッシュとシャンプー・コンディショナー
のキット。健やかでうるおいのある肌と髪に保ちます。
竹でできたパッケージは、貰ったあとに別の用途として
も使える嬉しいこだわり。

ガミラシークレット
ワイルドローズ ミニコレクション
¥2,860

［ソープミニバー１P（ワイルドローズ）／オイ
ルワイルドローズ5mL］

ワイルドローズのソープミニバーとオイル
ミニサイズのセット。ガミラのスキンケア
は、この2点だけで完了！美容液成分た
っぷりのソープで洗うので、肌がしっとり。
オイル1プッシュで潤いを与え、肌がふっ
くら。華やぐローズの香りも楽しんで。

Dr.ハウシュカ
ハンド＆リップケアギフト
¥3,190

［リップケアスティック／ハンドクリーム 
30 mL］

うるおいを逃しやすい唇と手肌。塗
りたくなる心地よいアイテムで、しっ
かりケアしたい。肌をしなやかに整
えるハンドクリームと、ぷるんとした
唇に導くリップクリームは、Dr.ハウ
シュカの人気アイテム。冬には欠か
せません。

ウィンターケアキット　¥3,060

［UTバームmini 15mL／ UTリップ／
オリジナルBIGエコポーチ］

水を一滴も使わないオーガニックシリー
ズから、冬の乾燥にも負けないキットが
登場。全身使える万能保湿バームに、
レモンマートル香るリップクリームが
セット。ポーチもビッグサイズで大満足！

ウィンターホリデーセット　¥6,100

［デリケートハイジーンソープ　250mL／インテンシブ 
エキナセアクリーム　75mL／グリーンクレイペースト
50ｍL］

ごわつきや詰まりが気になるときに役立つクレイ
ペースト、肌を健やかに保つために常備したいエキ
ナセアクリーム、大切な部分をうるおして整える
デリケートゾーンケアがキットに。乾燥により肌が
硬くなりがちな冬こそ常備しておきたい3点。

スーパーグリーンズ&プロテイン
スペシャルセット　ブレンダーボトル
¥6,000

［スーパーグリーンズ＆プロテイン227ｇ／ブレンダーボトル］

えんどう豆、アーモンド、ヘンプシード、パンプキンシー
ドの4種の植物プロテインと、21種のオーガニックグ
リーンブレンドをMIX。水やアーモンドミルクなどお
好きなドリンクに混ぜて毎日の習慣に。シェイクしやす
い便利なブレンダーボトル付き。

FRENAVA　ウィンターキット　¥8,602 

［クレンジングクリーム 120g／バランシングセラム  30mL／
ローションサシェ 3個／オイルサシェ3個］

金沢の酒蔵、福光屋から生まれたスキンケア「フレナバ」
お酒由来の成分がうるおいとエイジングケア*を叶えます。
しっとりなめらかに洗うクレンジングクリームと、とろりとし
たテクスチャーでみずみずしさを作るセラムで、冬の乾燥
対策を。
＊年齢に応じたうるおいを与えるケアのこと

ポーチ付き！

竹籠入り！

Gift Collection
CHRISTMAS

モイストケア ウィンターコフレ
¥7,150 

［リッチオイル Ｍ 30mL／モイストシャンプ
ー２５０ｍＬ／リペアトリートメント ２５０ｇ］

ブランド3周年を記念して限定発売され
人気を集めたリッチオイル M がクリスマ
スキットにも登場！フローラルウッディが
心地よく香り、髪に潤いを与えます。シャン
プー＆トリートメントとのライン使いで
しっとりツヤのある髪に整えます。

11/1（月）発売

コスメキッチン
限定販売

ジョヴァンニ

giovanni

ダメージケアキット　
¥6,490

［２ｃｈｉｃ ダメージシャンプー 250ｍL／
２ｃｈｉｃダメージコンディショナー 250ｍ
L／２ｃｈｉｃダメージ ヘアセラム 81ｍL］

人気のダメージシリーズが大集合の
ヘアケアセット。ココナッツ*1とブラッ
クベリー *2のキー成分が乾燥や摩
擦を受けた髪のダメージを内側から
しっかり補修。アウトバストリートメン
トのヘアセラムで仕上げれば日中の
外的ダメージ保護しながら長時間潤
いを与えてくれる。
＊１ヤシ油
＊2セイヨウヤブイチゴ果実エキス（共に保湿成分）

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

2021winter
スムージングブラシキット
¥4,070 

［giovanni スリーキーブラシ2020／フリ
ッズビーゴーンスムージングヘアセラム 
81mL］

べたつかずシルキーに仕上げるヘア
セラムと天然の猪毛を使用したブ
ラシでなめらかでまとまる髪を目指
せるお得なキット。頭皮をマッサージ
をするようにブラッシングして、髪の
毛はセラムで潤いを与えて。髪質を
選ばないからクリスマスギフトにも
ぴったり。

2021winter
ミニスクラブトリオキット
¥3,690 

［ミニスクラブ（HC、SR、CM）3種 各
56g］

人気のボディスクラブがミニサイズに
なって、すべて試せるキットが登場！
オーガニックシュガー *1ベースのホッ
トチョコレートとスイートラズベリー、
オーガニックシーソルト*2がベースの
レモネード。気分に合わせて香りを
選んでつるつるの潤いボディに。
＊1スクロース（皮膚保護成分）

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

※パッケージはサンプルです



コスメキッチン
先行販売

冬の足音が聞こえ始めたら、よく温めてうるおいで満たして、心までポカポカしたい。
寒さの中で感じるホッとする心地よさは、他の季節にはない特別な感覚。

寒空の下で飲むホットティーのような、じんわり満たされるアイテムを暮らしに取り入れて。

冬支度をして心まで温まろう　

Winter New Items

ハニーデューハニーをキャンディー状にしたロゼンジ。冬におうちにあ
ると重宝するエキナセア、カモミール、エルダーフラワーの3フレー
バーです。美味しく口に入れて、健康的に過ごして。

ハニーデューハニーロゼンジ (エキナセア・カモミール・エルダーフラワー)
8粒／各¥1,296

冬に常備したい 健康的で美味しいキャンディー

たっぷりのオリーブオイルで肌を整えるガミラ
の石けんに、希少なジャスミンフレーバーが限
定登場！洗顔タイムが、毎日がんばる自分を
愛でる時間に。優美な香りに心満たされなが
ら、しっとり肌を手に入れて。

ジャスミン　115g／¥3,190

人気のうるおうソープに
芳醇なジャスミンが登場

24 organic days
24オーガニックデイズ

SONNENTOR
ゾネントア

LEBENSBAUM
レーベンスバウム

Ang.U
アンジーユー

FEMMUE
ファミュ

Gamila Secret
ガミラシークレット

giovanni
ジョヴァンニ

GELATO PIQUE
HOMME
ジェラート ピケ オム

クリスマスを待ちわびる期間、アドベント。ツリーやサンタ
クロースがあしらわれた心躍るパッケージで、おうちに飾る
とときめきをもたらします。他にも、今のシーズンならでは
のブレンドティーがたくさん登場！体の中から温まって。ギ
フトにもおすすめ。

SONNENTOR
ウィンターギフトアソート～ジンジャーブレッドタイム～
18袋／¥1,080
ラッキーチャームティー　18袋／¥1,242
ウィンターナイトフルーツティー　18袋／¥1,080
クリスマスカウントダウンのお茶　24袋／¥1,404

LEBENSBAUM
クリスマスツリーアソートティー　24袋／¥1,404

X’masシーズンを彩る シーズナブルティー

「奇跡の木」と呼ばれるモリンガ*を
ふんだんに使ったスキンケア。大人
肌をみずみずしく、モリンガのような
生命力溢れる状態に整えます。女
性に嬉しい精油ブレンドで香りにと
きめいて。
＊1モリンガ種子オイル（保湿成分）　＊2モリンガ
種子オイル、モリンガエキス（ともに保湿成分）

冬のうるおいキット　¥10,000 
［アンジーユー フレッシュモイストミスト
ローション 100mL／アンジーユー ナイト
オイルエッセンス 30mL］

モリンガオイル*で
肌の砂漠化を食い止める

忙しい毎日にピッタリな、化粧水をたっ
ぷり含んだパッド。エンボス加工が施さ
れた面で拭き取って角質ケアに、フラット
な面でシートマスクにと便利に使い分け
できます。ダマスクローズウォーター *
がうるおいを与え、キメを整えます。
＊ダマスクバラ花水（保湿成分）

ローズインフューズド トーニングパッド
60枚入／¥4,400 

拭き取りにシートマスクに
ローズが香るお手軽パッド

さまざまな髪質、年齢、生活環境の男性にフィットする
新シリーズ。ヘアケア、スタイリング、シェービングと毎
日欠かせないものだから、感覚的にも視覚的にもさらに
洗練されるようなこだわりのアイテムを選んで。ブラッ
クペッパーやラベンダー、ナツメグのスパイシーな香り
がスタイリッシュ。

1日中フレッシュに
giovanni待望のメンズライン登場

 1. メンズ　モイスチャー　シェービングクリーム  207ｍL／¥2,200 
 2. メンズ　ヘアスタイリングジェル 210ｍL／¥2,640 
 3. メンズ　ヘアスタイリングクレイ 56ｇ／¥2,750 
 4. メンズ　デイリー　シャンプー＆コンディショナー 499ｍL／¥2,970 

ジェラートピケのルームウェアのようなモコモコの泡で
洗うシャンプーや洗顔料、ハンドソープのほかうるおい
を与える保湿アイテムがデビュー！フランスで調香した
天然香料をブレンドした、ジェラート ピケ オムオリジナ
ルのシトラスミントが香っておうち時間を彩ります。

かわいい見た目の実力派
おうちケアはジェラピケと一緒に  5.ナチュラルハンドクリーム 50g／¥1,980 

 6.ナチュラルオールインワンシャンプー 300mL／¥2,640 
 7.ナチュラルボディーソープ 300mL／¥2,420 
 8.ナチュラルオールインワンローション 150mL／¥2,860 
 9.ナチュラルフェイスウォッシュ 100g／¥1,980 
10.ナチュラルハンド＆ボディクリーム 300mL／¥3,410 
11.ナチュラルハンドソープ 300mL／¥2,420 
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コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
先行販売

Must Have!

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

エル
ダーフラワーのみ

12 13※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。



コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

中身はもちろん、とにかく
可愛いパッケージ！

メイクをするのが楽しくなる
限定カラーにもひとめぼれ！

Shinoda’s Comment

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
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メイクアップキッチン
取り扱いあり

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

Holiday Collection 2021

The Ray of HOPE

毎日を楽しむ“余裕”が幸福感を生む

〈トーン〉

14 15※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。

Holiday Makeup
Collection

これ1つでメイク完成！
放つ光で幸福感を演出
幸福感溢れる優しい表情を生み出すアイ
シャドウ、光を味方にする明るいコンシー
ラー、上品さとモード感を兼ね揃えたマ
ゼンタレッドのリップ。色彩と輝きを楽
しむメイクで、気分を上げて。

ホリデー メイクアップ コレクション 2021
¥6,820 
［マルチパレット／ トーン ペタル フロート アイ
シャドウ EX01（限定色)／トーン デューイ モ
イスト コンシーラー 01／トーン モイスト リップ 
アンド チーク EX01（限定ベース・限定色）／
トーン マルチ アイズ パウダー EX01（限定品
ベース・限定色)／トーン アイブロウ ブラシ／
トーン アイシャドウ ブラシ(素材：タフレ)］

2.美しいツヤ肌を
 持続させながら、
 エイジングケア＊1を。
スキンケア機能をアップグレードして新
登場。カメリアウォーター*2がみずみず
しいツヤのある肌を演出します。保湿効
果が高いから、乾燥によるくすみを感じ
にくく、朝の仕上がりが持続します。
待望のリフィル販売も開始です。
＊1年齢に応じてツヤと潤いを与えるケア。
＊2 ツバキ花エキス（保湿成分）

FEMMUE　エバーグロウクッション
（ナチュラルベージュ・ライブベージュ・
ベリーベージュ） 
15g／ケース付　¥4,620
レフィル　￥4,180

6.星屑のように輝き
 ドラマチックに彩る
 限定カラー　　　
パールとラメのきらめきを含んだアクア
ジェム グロウの限定色。凛とした前向き
さを引き出す01と、優しく無垢な印象の
02。なりたい印象で選んで欲しい。リッ
プ カラー バームもコンパクトなサイズが
うれしい。

SNIDEL BEAUTY
ホリデー メイクアップ コフレ 2021
（01 Divine Beauty・02 Innocent Aura）
¥5,830 
01［アクアジェム グロウ EX01 Stellar／
ルージュ スナイデル M01 Optimism（ミニ
サイズ）／リップ カラー バーム M01 Amulet］
02［アクアジェム グロウ EX02 Blessed／
ルージュ スナイデル M02 Serene（ミニサ
イズ）／リップ カラー バーム M02 Purity］

3.ゴールドが輝く　
 きらめきにときめく
 限定コフレ
rms beauty初のリップグロスは、繊細
なゴールドラメが入ったこのコフレだけ
の限定品。ハイライターやアイシャドウ、
チークなどマルチに使えるゴールドルミ
ナイザーもセットで、眩いきらめきを味
方につけて。使いやすいポーチ付き！

rms beauty　2021ウィンターコフレ
¥5,750
［リップグロス　3g／ゴールド ルミナイザー 
5mL／オリジナルフラットポーチ（リサイクル
PET素材）］

4.色と色とが重なり合う
　絶妙ニュアンスをつくる
2色を混ぜても重ねても、濁らず印象的
な目元を作る。冬は深みのあるカラー
がおすすめ。保湿性ボタニカルブレン
ドオイル配合で、乾燥の季節にもうるん
だような艶めきを。

to/one　ペタル フロート アイシャドウ
（01 モーニングクラウド・08 モロッカン
ミュラル）　各¥2,420 

5.重ねて変わる色の表情
　自分だけのカラーを
　感じて　
4色のアイカラーと透き通った明るさ
を放つフェイスパウダーが1つのパ
レットに。組み合わせ次第、重ね方次
第で様々な印象をもたらすから、あな
ただけの印象的な表情を作れるはず。

SNIDEL BEAUTY
フェイス スタイリスト EX02
Cosmic Luster
¥6,380

1.クレンジングも
 ベースメイクも
 カラーが決め手
今年発売し大人気となったメイクアップ
クリームカラープラス。日焼け止めや、カ
ラー補正など*1本で6つの機能を叶え
ます。2色のカラーが印象的なクレンジ
ングは、植物オイルと植物ウォーターの
層をシェイクすれば汚れをしっかりOFF
してうるおう肌に洗いあげる。
＊下地、ライトファンデーション、日焼け止め、ブルーラ
イトカット、保湿美容液、カラー補正

naturaglacé
スペシャルコフレ LP、MG
各¥3,080
LP［メイクアップクリームカラープラス
LP(ラベンダーピンク) 30g／シェイクク
レンジングミニサイズ 20mL］　MG［メイク
アップクリームカラープラスMG(ミントグ
リーン)30g／シェイククレンジングミニサ
イズ 20mL］

時間や体力の余裕は、なかなか作れないかもしれない。
でも、ほんのひととき、考えすぎず五感で楽しむことができたら、温かい気持ちが湧いてくる。

そんな日々の積み重ねが、幸福感に辿り着くコツ。
to/oneのホリデーコレクションは、楽しむ “余裕” をもたらすアイテムが揃います。

穏やかな光を放つ鉱物にインスパイアされたコスメを堪能して。

冬景色に映える 輝きメイク
風冴える街に、煌めきを放つメイク。

クリスマス気分が高まる日も、暮れ早くしんみりする日も、私にスポットライトを当ててくれるアイテムたち。
考えすぎずすっと手が伸びたものが、この冬にあなたを主役にしてくれるはず！

メイクアップトレーナー篠田のおすすめポイントも要チェック！

Base

Eyes

Mult i Color

Winter Makeup

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

Hand Care
シトラスブーケの香りで華やかに 手と肌しっとり
花々の成分を活かしたハンドクリームとソープのセット。ハンドクリームは、
みずみずしさとうるおいを両立。素材の持ち味が生きるコールドプロセス
製法の石けんは、うるおいを維持しながらすっきりと洗い上げます。

トーン ホリデー コレクション 2021 フラワリング ハンド ケア　¥4,620 
［ハンドクリーム40g／石けん90g］

12/1（水）発売

Candle
お部屋にシトラスブーケを ソイワックスキャンドル
to/oneオリジナルの精油ブレンド・シトラスブーケの香りで、お部屋を
幸福感でいっぱいに。ナチュラルなソイワックスと柔らかさを感じる陶器
からも、穏やかさや温もりを感じられます。

フラワリングキャンドル シトラスブーケ　165g／¥3,300 
［ソイワックスキャンドル］

12/1（水）発売

見るだけでもわくわくな
気持ちになる2色のカラーで、
一歩先ゆくオシャレな目元に

トライして！

Shinoda’s Comment

カラー補正効果で
肌色悩みを整えます！

1本6役の高機能ベースで
あなたもナチュラル肌美人！

Shinoda’s Comment
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日本の素材を活かしたコスメたち。日本人の私たちが小さいころからなじみのある植物や、日本人の肌にしっくりくるものがたくさん！
素材の産地をベースに作成したマップがこちら。あなたの出身地や行ってみたいところはありますか？

コスメの素材が育つ場所を旅すると、美のヒントに出合えるはず。お出かけしやすくなったら、コスメ旅を楽しんでみて。

コスメの出身地に思いを馳せる

ご当地コスメで日本巡り

山梨
Yamanashi

北海道
Hokka ido

4

6
Cosm

etic Japan Tour

長野
Nagano

ハーブの恵みが詰まったヘアローション。化粧水、乳液と肌に与える
ように、髪にもミルクやオイルの前にローションを。感じにくかった髪
の弾力やなめらかさも手に入れたい方に。

ヘアオイル　80mL／¥3,300
ヘアローションスムース　150mL／¥1,760

サラサラなめらか！ まとまりやすいツヤ髪へ

La CASTA ラ・カスタ

花とハーブの里、北アルプス山麓の信州あづみ野に、La CASTAの
製造工場があります。その敷地内には、美と癒しの庭園『La CASTA 
ナチュラル ヒーリング ガーデン』が。製品にも用いられるさまざまな
種類のハーブが美しく肩を並べ、生命力や癒しを感じさせてくれる場
所です。北アルプス山麓は季節や天候によってさまざまな表情を見せ
るので、定期的に足を運んでみたい。

長野県北アルプス

石川
I sh ikawa

愛知
Aich i

Waphyto ワフィト

スキンケアからデリケートゾーンケアまで、充実のラインナップ。
東三河のパワフルな植物の力で、健やかな肌へ導きます。

レジェナ　フェイシャルオイル　30ｍL／¥8,800
インティメイト　ウォッシュ　120ｍL／¥2,750

植物の力で肌の要望に応える
うるおい保てる肌へ

創業者の植物専門家・森田敦子氏の出身地。森田氏は自然
豊かな東三河の地で、小さいころから植物などを摘んでチンキ
にするなど、生活に取り入れてきたそう。Waphytoに用いら
れている素材も、東三河で育てられるものばかり。ハーブの
宝庫である東三河の自然と、温泉などの観光スポットを廻り
たい。

愛知県東三河

全身しっとり滑らかに整えてくれるボディオイル。イラ
ンイランやローズといった女性らしく芳醇な香りに包ま
れながら、ハリが生まれる感覚を楽しんで。バスオイ
ルとして使えば、温まりながら手軽にモール温泉と植
物オイルの恩恵に預かれます。

ボディモイスチャーオイル　150ｍL／¥3,520

モール温泉と植物オイルで
ボディに豊かなうるおいを

F organics エッフェオーガニック

十勝川と言えば、太古の植物が起源のモール温泉！　
モール温泉とは、泥炭などに由来する腐植物（フミン
質）を含むアルカリ性の温泉のこと。一般的な温泉と
異なり、植物のエキスと岩石のミネラルの両方がしっ
かり含まれています。美人の湯の異名にも納得。この
十勝川のモール温泉水をふんだんに使ったのが、F 
organicsです。モール温泉に、全身浸かってみたい！

北海道十勝川

有機JAS認定の自社農場にて、無農薬で大切に育てた
ハーブを用いたアイテム。ナチュラルでありながら、使い
やすさや効果にも妥協がなく、快適に使えます。クレン
ジングはW洗顔不要で、シャンプー＆コンディショナー
はきしみや絡まりの不安なく使えるのが魅力。

chant a charm クレンジングミルク ラージ
200mL／ ¥3,300  ※数量限定

エレキュイール スリーエレメントシャンプー(Ｌ＆Ｆ）
エレキュイール グロッシー＆スムースコンディショナー（Ｌ＆Ｆ）
60mL／各￥715

ナチュラルと機能を両立
心地よいケアを実現　

chant a charm チャントアチャーム

山梨県北杜市には、chant a charmなど多くの人気ブ
ランドを持つネイチャーズウェイの有機JAS認証取得の
自社農場があります。富士山、南アルプス連峰、八ヶ岳
連峰に囲まれた茅ヶ岳の南西部の地で、雄大な自然を
五感で楽しみながら、温泉などのスポットも楽しみたい。

山梨県北杜市

élè cuir エレキュイール

兵庫
Hyogo

do organic ドゥーオーガニック

丹波の黒豆*1と合鴨農法による有機玄米*2

を用いて、独自開発の黄金比でブレンド。
しっとりピンっとハリのある肌に導きます。
特に乾燥が気になる目元には、アイバーム
でうるおいのベールを留めてふっくら*3と。
＊1豆乳発酵液　＊2 加水分解コメヌカエキス・加水分解
コメエキス（すべて保湿成分）　＊3水分・油分によりハリを
与えること

パワーセラムV　30mL／¥7,700 
コンセントレート アイ バーム　16ｇ／¥8,800

日本人の肌を輝かせる
黒豆*1と米*2のチカラ

兵庫県丹波篠山は、400年前の街並みが
現在も残り、町全体が日本遺産になってい
ます。この地で育てられた黒豆や合鴨農法
で育てられる米は、幕府や宮中へ献上され
てきた高級品で、古来より健康や美容に活
かされてきました。日本人の美を支え続け
ている素材が育つ場所は、澄んだ空気に包
まれた緑豊かな町。城下町もあり、足を踏
み入れれば、400年前にトリップするような
気分を味わえそう。

兵庫県丹波篠山
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試しやすい
ミニサイズ登場！

福光屋が開発した、有機栽培米を100％使用した4種類のオリジナル
原料を使用。米と発酵と植物の力で、うるおいをあたえて透明感溢れ
る肌に導きます。クロモジ*の力と香りにも支えられるはず。より保湿
力を感じたい時には、新発売のクリームがおすすめ。
＊クロモジ葉/枝水（保湿成分）

バランシングセラム　30ｍL／¥5,940
エモリエントクリーム　50g／¥5,720 

米と発酵と植物のチカラ 使う度に感じてほしい

FRENAVA natural & organic
フレナバ　ナチュラル＆オーガニック

金沢で最古の酒蔵・福光屋。60年前から酒米の契約栽培を始め、
15年前からは有機栽培に着手。酒蔵の歴史と知見があってこそ開発
が叶った原料で、FRENAVA natural & organicはできています。
高山植物が豊かな白山もほど近く、自然と歴史を感じられる街・金沢。
足を運んだら、北陸の海の幸と福光屋のお酒も堪能したい。

石川県金沢

11/22（月）発売

1716 ※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。



家族で山小屋ライフを楽しむ渡邉桂志さんから、素敵な写真と共にみなさんにシェアしたいおすすめコスメの情報が届きました。
肌荒れ予防できるもの、香りの良いもの、コンセプトに共感できるもの。

選ぶ基準はそれぞれだけど、家族が気に入ったものに囲まれるのは心地いい！
きっとあなたもおすすめしたくなるアイテムに出会えるかも。

自然と共に 家族と共に

Let’ s go out with
Cosme Kitchen

「水と混ぜてペースト状にしたものを、
鼻、額、あごにクルクルと馴染ませます。
洗ったあとは柔らかく、つっぱり感も
ない。皮脂が気になりだした中学生の
娘と取り合いです。」3つのハーブを
粉末状にしたシンプルな洗顔料。汚れ
や古い角質もすっきりと洗浄します。
フェイシャルクレンザー　25g／ ¥1,980

毎日のケア・週一の
スペシャルケア
ライフスタイルに合わせて
変えてみて

「山の家で愛用しているエコストアの製品たち。自分
の家と体を自然な方法で清潔に保つ為のプロダクト
理念が、シンプルだけど力強い。今回使用したマヌカ
ハニー＆ミントのハンドウォッシュも、しっとりとした
洗いあがりが乾燥しがちなこの時期嬉しいです。」

ハンドウォッシュポンプ  ＜ミント＆マヌカハニー＞
425mL／¥968 

地球へのおもいやり
ナチュラルなハンドソープで
汚れをOFF

「熱を加えず低温製法で作られたハンドメイド
ソープ。赤ちゃんでも使えるというだけあって、
乾燥気味の家族の肌を優しく洗い上げてくれます。
しっとりするので自分は顔も体もこれ1本。バー
ソープは減っていく様が見えるので、無駄なく使
おうという意識も芽生えていいですね。」
ノルゥソープ　110g／ ¥2,310 

デリケートなお肌を
ふわふわの泡が優しく包み込む

「ニキビや吹き出物を予防するジェル美容液
との事で、長女が洗顔後、化粧水と乳液のあ
とに特に気になる鼻周りにのみつけています。
気になり始めのみ使用しているようですが、も
はや長女にとってなくてはならないアイテムに
なっているようです。」
スポッツジェル　15mL／¥2,750
販売名：薬用アクネスポッツジェル

気になる悩みに
ピンポイントでアプローチ

「トリートメント要らずのukaの男性用シャン
プー。人生でほぼトリートメントを使用したこと
がなく、男性用というと大抵毛根ケアみたいな
ものが多いことに違和感を感じていた自分に
とっては、キレのあるハーバルな香りでスッキリ
洗いあがるこちらはものすごく重宝しています。」
uka フォーメン Eシャンプー　200mL／¥3,025

外気に負けないハリ・ツヤ感じる
美髪をワンステップで

「ノンシリコンなのに軋みがないのは、
こだわりの天然由来成分を使っている
からだと感じます。洗った後も精油の
香りが残って、翌日も頭皮のニオイも
感じにくい。とにかく香りに癒されます。
泡立ちもgood!!」モモ果実エキス、ア
ロエベラ葉エキスが髪と頭皮に潤いを
与え、パサつきを抑えます。

スリーエレメントシャンプー（L&F）
グロッシー＆スムースコンディショナー（L&F）
300mL／各¥2,970

もっちもちの泡で洗い上げ
サロン帰りのまとまる髪へ

「メリッサが特にお気に入り。山ではハー
ブティーを飲むことが多く、自然の中で
自然に近いものを取り入れることで、より
自然と調和できるような気がします。
ティーバッグに生分解可能な繊維質のも
のが使われていたりするので、今度始め
ようと思っているコンポストにも利用でき
るかなと考えたりしてます。」

ペパーミントティー、メリッサティー
18袋／各¥972

オーガニックハーブの
お茶で忙しい毎日時間に
一息ついて

「長女のゆらぎ肌ケア第二弾。本人曰く、
使ったあとはさっぱり・もっちり肌を気に入っ
ているようです。とにかく嬉しいのか、洗面
台の前に立つ時間がより長くなっていま
す。」肌あれを防ぐ甘草根由来エキス*配合
で、みずみずしく健やかな肌へ整えます。
＊ グリチルリチン酸2K（保湿成分）

エクストラクト ローション リペア N
120mL／¥4,180
オプティマイジング ミルク リペア
100mL／¥5,940

ゆらぎ肌が気になる時に
コットンで優しくパッティングを

product
ザ・プロダクト

uka
ウカ

élè cuir
エレキュイール

株式会社 ongo / クリエイティブディレクター。出会って２５年、結婚１５年
目の妻と、アクティブな中二の長女、かわいいもの好きな小四の次女、山で
生まれた保護犬のロウ。4 人と 1 匹で地方への移住も視野に入れ、東京と
山梨の家とキャンピングカーでの多拠点生活を送っている。

渡邉桂志 / Keishi Watanabe

コスメキッチン
限定販売

chant a charm
チャントアチャーム

do organic
ドゥーオーガニック

WELINA ORGANICS
ウェリナ オーガニック

SONNENTOR
ゾネントア

ecostore
エコストア

コスメキッチン
限定販売

12/17（金）発売

1918 ※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。

New size!



vol.2

デリケートゾーン製品はいろいろありますが、これは
ウォッシュと保湿2つの使い方でお手入れできます。
優しい香りと軽いテクスチャー。弾力と潤いを与えてく
れます。

AROMEDICA
フェミノール　100ｍL／¥3,300 

肌になじませ、優しく流せば洗浄完了
保湿までできる2wayアイテム

“この色と香りから伝わるエネルギー！”自分を愛して
自分を楽しむ”というメッセージに心惹かれます。自分
に向き合い、手をかけることの大切さを教えてくれる
素敵なヘアミストです。

ユメドリーミン
エピキュリアン　グロス＆パフュームi
30mL／¥5,280 

ワンプッシュで
香りとツヤをまとう

軽やかな香りと使い心地の良いさらっとしたテクス
チャー。気持ちも身体も重たく感じる時はこのオイルで
脚やお腹周りなどのセルフマッサージをしています。
すっきりリフレッシュできます！

F organics
ボディリファイニングオイル　150mL／¥5,500 

引き締めオイルで
自分に目を向けセルフマッサージ

いつもご機嫌でいたいから！大切なひとときにおすす
めなこのボディミストは心のお守りのよう。パワース
トーンとアロマの効果を感じて、気持ちを切り替え
たい時や就寝前など、いつでもスプレーしてほしい。

THE AROMATHERAPY COMPANY
コンフォートバランス B.E.S.T スプレー
35mL／¥2,200

仕事中も家事の合間も
ひと吹きでリフレッシュ

体を芯から温め、疲れた体を開放させる入浴剤。乾燥
やしっしんなどの肌トラブルにもおすすめです。これで
お風呂に入るとポカポカ温まり、カモミールの香りも
心地よくてほっとします。

COSKICHI
薬用オーガニック認証バスエッセンス カモミール
300ｍL／¥1,980 

カモミールがギュッと詰まった
濃厚バスタイム

藻由来のDHAと、γリノレン酸が豊富なボラージ
オイルがインナービューティーを応援してくれるサプリ
メント。カプセルも植物由来で、VEGAN認証を取得
しているから多様なライフスタイルにも対応しています。

だいじょうぶなもの
海藻サプリメント　ヴィーガンDHA+ボラージオイル
90粒／¥4,104 

海の恵みとハーブの恵みで
日々のバランスサポート

毎日の生活をしっかりサポートしてくれるスーパー
フードの “マカ”と、古来より重宝されてきたキノコ
“霊芝”のブレンド。わたしはプロテインと一緒に毎朝
飲んでます！

Sunfood
オーガニック マカ＆マッシュルーム　198ｇ／¥5,184 

すこやかな毎日の為に
マカとキノコの美味しい習慣

肌作りの基本はクレンジング！敏感になりやすいゆら
ぎ肌はバリア機能を低下させないように洗いすぎに
注意。もっちりした感触でお肌に密着するトーンの
クレンジングミルクは優しい香りもお気に入りです。

to/one
クレンジングミルク（M）　150mL／¥3,080 

なめらかなミルクが
汚れをOFFしクリアな肌に

美肌成分豊富で希少なプリンセピアオイル*を配合。
13種類のアロマの香りが優しく包みます。デコルテ
や髪、ボディにもOK。手に取ったらゆったりと香りを
感じて欲しいオイルです。
＊プリンセピアウチリス種子油（保湿成分）

La Marna
ラ マーナ フェイスオイル　20mL／¥8,800

アロマが私を包み込む
手に取るたび心地よいオイル

次回は「女性ホルモンによって起こりやすい不調、トラブル」について

“カラダ”と“アタマ”の深い関係テーマ：
女性なら、知っていて損はしない” カラダ” の話。

前回は女性ホルモンの働きについてご紹介しましたが、Vol.2はもっと深堀り！
今回もメノポーズカウンセラーの斉藤万奈先生にじっくり解説して頂きました！

そもそもの仕組みを知っていればいざという時も怖くはないはず。
自分の機嫌を自分で取れるようになったら最高にHAPPYな毎日がきっと待っているはず。

女性ホルモン分泌のカギは脳と卵巣
　女性の美容と健康を守る、いわばお守りのような働きを持つ女性
ホルモンですが、その分泌量は女性の一生を通じてティースプーン
1 杯ほどのごく少量です。卵巣から分泌されたホルモンは血流に
のって全身に行き渡り、潤いのあるみずみずしい肌、ツヤのある髪の毛、
丈夫な骨、気持ちを安定させ、脳の活性化をし、心臓や血管の病気を
予防する働きまで！女性の体と心をまるごと守ってくれているのです。

　大切な女性ホルモンですが、どのように分泌されるか知っていま
すか？子宮の左右にあるアーモンド大の２つの卵巣。生まれたての女
の子の赤ちゃんの卵巣には約200 万個の卵（原始卵胞）が詰まって
います。思春期になると脳が卵巣に向けて「そろそろ排卵させますよ。
生理が始まりますよ～」と指令を送ります。すると卵巣の中の卵
（原始卵胞）がいくつか成長し始め女性ホルモンのエストロゲンを
分泌します。十分に成熟した卵（成熟卵胞）は脳からＧｏ！の指令を
受けて卵巣から飛び出す、これが排卵です。

　排卵を境にもうひとつの女性ホルモンであるプロゲステロンが分泌
されはじめます。もし受精があればプロゲステロンの働きによって
糖や水分をため込み体温は高い状態になり妊娠を維持させますし、
受精が無ければ子宮内膜は剥がれ月経となります。

　脳からの指令を受けて分泌されるエストロゲンとプロゲステロン。

時にうまく指令が伝わらないことがあります。心配事や生活のリズム
の乱れ、ダイエットなどが原因となりふたつのホルモンのバランスが
乱れてしまうことがあります。

　これが 40代後半になると卵巣内の卵の数が急激に減少し、ホル
モンの分泌も激減します。脳からの指令を受けて卵巣から排卵させ
ようとしても、すでに卵巣の中には卵が少なくなっている。卵が無い
のだからいくら指令を受けてもエストロゲンは出ません。それでも
脳はしつこく卵巣に対して指令を送り続ける…これが脳の働きを疲
れさせるためにホットフラッシュや気持ちの落ち込み、心臓がドキド
キしたり、眠れなくなったり、ひどく疲れたり…という自律神経失調
の症状が出てくるのです。そしてその症状によって日常生活に支障を
きたすことを更年期障害といいます。年代問わず定期的な婦人科検診
は受けてくださいね。そして何でも相談できる、かかりつけ婦人科医
を持つと良いでしょう。

　毎日を笑顔でご機嫌に過ごすためのセルフケアもぜひ取り入れて
みてください。お気に入りの香りに包まれたスキンケアやバスエッセン
スでリラックスしたり、サプリメントやスーパーフードで不足しがちな
栄養を補うなど疲れやストレスをためない工夫が必要です。今回も
おすすめ商品をピックアップしました。ぜひ参考になさってくださいね！

File:2

skin skin hair
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bodybody

body

body

斉藤
万奈先生の

メノ
ポーズ

カウンセラー

ラマーナ主宰、NPO 法人
更年期と加齢のヘルスケア
認定メノポーズカウンセラー

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

20 21※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。



コスメキッチン
限定販売

コスメキッチン
限定販売

1996年、アメリカ・カルフォルニアで誕生したエルバビーバ。
今ではヨーロッパやアジアでも販売され、世界の赤ちゃんやパパ、ママへと広がっています。
ブランド創業当初エルバビーバのスキンケアを使っていた赤ちゃんもすでに立派な大人に。

オーガニックアイテムを通じて、国から国へ、人から人へと手をつなぐように繋がっていけたら。それがエルバビーバの願いです。

25周年のエルバビーバと 手をつなごう
さらさらのストレートになりたい。ふんわりボリューム感を出したい。つやつやでなめらかに。

理想の髪は人それぞれだけど、種類豊富なgiovanniならきっとあなたにぴったりのシリーズがみつかるはず。

サロン発想で願いをかなえる

ツバキオイル*1とホワイトティーエキス*2のデュアル処方でつるんとなめ
らかで輝く髪へ整えます。乾燥した髪表面をうるおいで満たす事で、しっ
とりさらさらの手触りに。デイリーに使えるシャンプー＆コンディショナー
に加えヘアセラムもデビュー。
＊1 ツバキ種子油 　＊2 チャ葉エキス（共に保湿成分）

2ｃｈic シャイン　シャンプー・コンディショナー　250mL／各¥2,400
2ｃｈic シャイン　スムージング　ヘアセラム　81ｍL／¥2,500

輝くさらさらのストレートヘアを 目指すなら

ヘアサロンから生まれたヘアケアブランド。今は
頻繁にヘアサロンに行くこともままならないけ
れど、ビッグボトルならたっぷり使えるからうれ
しい。しっかりダメージケア、ふんわりボリュー
ムヘアなど、9種類の中からなりたい髪質で選ん
でみて。

2chicシリーズビッグボトル（ダメージ・モイスト・
スリーク・ボリューム・フリッズビーゴーン・ラグ
ジュリアス・チャコール＆アッシュ）
710mL／各¥5,170

ecochicシリーズビッグボトル
（スムーズアズシルク・ティーツリー）
710mL／各¥4,620

たっぷり使って感じてほしい！

Limited Big Bottle

Ultra Shine

New!

フリッズ
ビーゴー

ン
ラグジュリア

ス チャコール＆アッシュ スムースアズシルク
ティーツリー

ダメージ
モイスト スリーク

ボリューム

HANDWASH BABY BUTTER

lip&cheek balmレモングラスやローズマリーの
フレッシュな香りが心地よい
ハンドウォッシュは、アロエベラ*
が保湿して手肌をなめらかに整
えます。手を洗う事が増えた今
だから、お気にいりの1本を選ん
でほしい。
＊アロエベラ葉（保湿成分）

ピュリファイングハンドウォッシュ
245ｍL／¥2,640 

日本初上陸！
フレッシュな香りで
手肌すっきり

11/17（水）発売

使いやすい幅広のスティックタイプで、
小さなお子さんも自分で付けやすい。顔
周りはもちろん、冬場に乾燥しやすい手元
にもおすすめ。シアバター*がうるおいの
ベールで包んで乾燥からまもります。
＊シア脂（保湿成分）

リップ＆チークバーム　18ｇ／¥2,090 

ほっぺにも、唇にも。
潤いのベールを

11/17（水）発売

肌にのせるとスッと溶けてしまう、まるで
バターのような保湿バーム。リッチな保
湿感ながらべたつきにくく、赤ちゃんから
大人まで、家族全員にうるおいを与えます。
ラベンダーとカモミールが心地よく香り
ます。

ベビーバター　50g／¥3,190 

冬場の乾燥を
乗り越えるお供に

11/17（水）発売

コスメキッチン
先行販売

＊1ツバキ種子油（保湿成分）　＊２チャ葉エキス（保湿成分）

２つの植物を組み合わせる独自製法
  デュアル コンプレックス〈テイミング〉

キーとなる2つの成分

ツバキオイル（ツバキ種子油）＊1 

● 髪に潤いを閉じ込め、まとまりやすい
 やわらかな手触りに整えます。
● 乾燥や紫外線などの外的ダメージから
 髪を守ります。
● 年齢とともに変化する髪に健やかさと
 美しいツヤを与えます。

ホワイトティーエキス（チャ葉エキス）＊2

● もろくなりやすい髪にも潤いを与え、
 紫外線などの外的ダメージに負けない
 健やかな美しさを与えます。
● 髪を保護し、美しいツヤを与えます。
● 髪のプロテクションと軽やかなハリ感を
 両立します。

エルバビーバのエシカルアクション

　こだわりの成分
エルバビーバの製品に配合されているオーガ
ニック成分は、厳しい基準をクリアした、肌に
はもちろん環境にも優しい成分です。

　商品パッケージ
パッケージもできる限り環境へ配慮していま
す。外箱はFSC認証を受けており、温もりを
感じるアンバーカラーのガラス瓶は、遮光性
があり製品をフレッシュに保ちます。

　社会貢献活動
ネパールで学校と児童養護施設を運営する
非営利団体「ブリンクナウ」とプロジェクトを
実施。バイオダイナミック農法や女性への起
業スキルの提供、子供たちへのカウンセリン
グなど多岐にわたって活動しています。

erbaviva
ethical action
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マルチに使える
全身ケア

しっとり保湿の
フェイスケア

冬は寒さや乾燥からくる肌の悩みなどが出やすい季節。しっかりケアしてみたいけど、なにから始めればいいのだろう？

そんな男性の為に “タネさん” こと、フリープランナーの種市曉さんに、今回もおすすめ愛用アイテムを伺いました。

お顔やボディのスキンケアの他、お風呂でのリラックスタイムに使えるアイテムやインナーケアまで。素敵な自分に変身して素敵なHolidayを。

自分に手をかける事を惜しまずに　

「黒に金というラグジュアリーな見た目（笑）寝る前
に、愛用しているルミエールヴァイタルCと合わせ
てたっぷりつけておくと、あら不思議！日焼けで
乾燥した時に使いたい3セット」ビタミンC誘導体*2

配合で肌のキメを整えつるんと美肌。
＊1潤いを与え、透明感のある肌に導く　＊2アスコルビルグルコシド(整肌成分)

ルミエール リファイナー　120ｍL／¥5,995
ルミエール ヴァイタルクリーム　45ｇ／¥8,800

1. 乾燥によるお肌悩みに
 アプローチ
 クリアな肌*1にステップアップ！

”モロッコの黄金”と呼ばれる希少な天然アルガン
オイル100%で全身ケア。「南仏に行った時から
アルガンオイルは大好きで、コレももちろん素晴
らしく良い。僕は海でパサパサになった髪にも使っ
ています！」

オーガニック アルガンオイル　30ｍL／¥3,630 

2. 髪から足先、敏感なお肌も
 優しく包み込むとろける
 オイル

「ビーサンで年中かかとガリガリの僕ですが、かかと
ケア始めました。お風呂場でかかとの角質ケアをし、
寝る前にこれをたっぷり塗ってソックスも履いて、
しっとりかかとを目指します！」こっくりしたクリーム
が肌荒れしやすいお顔や体、全身をしっかり保護。

スキンフード
75mL／¥2,640　30mL／¥1,540

3. まさに冬の救世主！
 ごわつくお肌が
 うるおってやわらかに

種市 暁 / Akira Taneichi

フリープランナー。様 な々企業のコンサルタントやプロダクト
のディレクションを手掛ける。サーフィンをこよなく愛する
海男で、最近はビューティーアイテムにも興味深 ！々

FACE & BODY

DRESS UP

RELAX

1

COSME KITCHEN HOMME
Winter Hot Items for

コスメキッチン
限定販売

taneichiakira

FEMMUE

ファミュ

m.m.m

ムー

ONLY MINERALS

オンリーミネラル

WELEDA

ヴェレダ

BLUE HILLS

ブルーヒルズ

F organics

エッフェオーガニック

reMio

レミオ

2
3

4 5

6

7

リラックスタイムの
お供に

冬のお出かけに
ちょっとおめかし

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

「海から帰って風呂入るのにもまた塩か
い！って言われますが、この塩を入れると
気分がリフレッシュできて肌もしっとりする
のでまた塩を入れるのです」2種のクレイ*
配合で、角質ケアも叶えます。
＊カオリン、海シルト(整肌成分)

バスソルト ローズ&イランイランの香り
200ｇ／¥2,530　400ｇ／¥4,180

5. しっとり滑らか肌へ
 1日の締めに
 アロマの香りでバスタイム

「今までに食べた事がないはちみつの味！
独特な香りが癖になる＆体に良いなんて
最高！」木のようなお花のような香りが
特徴！世界で5人しか採蜜が許されない、
希少なレザーウッドハニーで毎日のイン
ナーケアを◎

レザーウッド ハニー TA5+ サシェ
４ｇ×７包／¥1,080 

4. 別名「食べる香水」
 爽やかな香りのはちみつで 
 内側からケア

「最近またZoom会議が増えてきて、朝
イチの会議に寝坊してしまい、ヤバい！っ
て時にはこのクリームがあれば大概はご
まかせます（笑）」デートやお出かけの際
にも1本で気になるくすみを自然な色付
きでナチュラルにカバー。

SENSE.ONLY MINERALS カラーモイ
スチャライザー（ベージュ・オークル ）
20ｇ／各¥3,850 

6. 肌の色味を均一に
 清潔感の秘訣は
 オールインワンベース

「サッと鼻の頭に塗ったら、サラっと良い
男！」ブドウ種子油でしっかり保湿をしつつ、
シリカがベタつき・テカリを抑えます。優
しく赤みを抑えるグレー＆ホワイトカラー。
スキンスムーザー GW
8.5ｇ／¥3,520 

7. キメの整った褒められ肌へ
 毛穴をカバーし
 テカリを抑える

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

BAIGE

OCHE
R

※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。26 27
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角層のすみずみまでうるおいで満たす、ライトなとろ
みのあるローション。みずみずしさとふっくら感を得
られる秘密は、ヒアルロン酸の約5倍ともいわれる
サクラン*の保湿力。心に響く精油の香りも楽しんで。
＊スイゼンジノリ多糖体（保湿成分）

モイスチャーローション　150ｍL／¥4,180

水分を蓄えて
みずみずしいふっくら肌に

年齢サイン*が気になるけれど、皮脂やべたつきも
気になる方に。みずみずしいミルクが軽やかに肌に
入り込み、ツヤと弾力をもたらします。うるおいバ
ランスを整えて、肌を引き締め心地よい状態をキープ。
＊ハリ、ツヤが失われた状態のこと

モイスチャーミルク　120ｍL／¥4,180

皮脂も気になる肌に
バランス整うミルク

「乾燥は肌の大敵」と言うけれど、なかなか乾燥から抜け出せないのが大人肌。
Fのモイスチャーシリーズは、エイジングサイン*の根源にある乾燥に立ち向かうために、

オーガニック植物の力を惜しみなく取り入れています。
ローションからクリームまで、重ねるほどに満たされていく喜びは、生まれてから年齢を重ねてきた “今” を楽しむためのエッセンス。

肌が喜ぶお手入れを継続するための、お得なサブスクリプションも始まっています。
＊ハリ、ツヤが失われた状態のこと

あらゆる肌悩みに向き合う　

オーガニック植物オイルをブレン
ドし、F共通成分をプラスした徹底
保湿オイル。さらにカレンデュラ*3

が肌をいたわりながら、紫根*4の
力でエイジングケア*5まで叶えます。
つけるとすぐになじみ、キメの整っ
たハリ肌に！
＊1ムラサキ根エキス（保湿成分） ＊2 保湿効
果による ＊3トウキンセンカ花エキス ＊4紫根
エキス（ともに保湿成分） ＊5年齢に応じた保
湿ケア

リッチバランシングオイルN
20mL／¥5,720 

エイジングに希望の数滴
紫根*1の力でハリUP*2　

シアバター*1やアボカドオイル*2

を用いた濃密なクリームながら、
すっと肌になじみます。乾燥し
た肌をなめらかに整えて、水分
を抱え込んで弾む肌に。うるお
いが逃げやすいと感じるときも、
頼もしく肌を守ります。
＊1シア脂  ＊2アボカド油（ともに保湿成分）

モイスチャークリームN
40ｇ／¥5,170 

水分が抜け出る肌に
弾力もたらすクリーム

F organics

通常価格より、初回50%OFF ２回目以降20%OFF
定期便なら通常購入よりお得に！送料も無料！

ご注文の手間いらず
自動的に送られてくるから楽ちん！

お届けの14日前にメールでお知らせ
ストック状況に応じてスキップも可能（3回目以降）

お買い物でポイントが貯まります
1ポイント＝1円として、定期便以外のお買い物に使える！

F organicsの人気商品が対象
大人気のモイスチャーシリーズをはじめ、
エッフェの代表的アイテムが対象です！

1

2

3

4

5

Subscription

エッフェの
サブスクで
お得に！

サブスクについて詳しくはこちら▶

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売 コスメキッチン

メイクアップキッチン
限定販売
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メイクアップキッチン

自分自身が輝けるように。美しさを担うのは隙の無い完璧な肌だけではない。
もちろん若さや性別だけでも図れない。自分自身を思いやり、地球にも思いやり、豊かな心が輝きを産む。

Make↗Kitchenのビューティーギアがサポートします。

まばゆい光のように 輝く美しさを

〈cheek〉 A. rms beauty リップチーク イリューシブ
 B. Celvoke カムフィー ブラッシュ 04
〈highlight〉  C. rms beauty ゴールドルミナイザー
〈eyeblow〉  D. Celvoke インディケイト アイブロウパウダー 06 
〈lip〉 A. rms beauty リップチーク イリューシブ
  E. to/one ペタル エッセンス カラー バター 05  

〈cheek〉 A. rms beauty リップチーク イリューシブ
 B. Celvoke カムフィー ブラッシュ 04
〈highlight〉  C. rms beauty ゴールドルミナイザー
〈lip〉 F. to/one ペタル エッセンス グロス 07  

-left- -right-

to/one
トーン

yUKI TAKESHIMA
ユキ タケシマ

伝統的な製法であるコールドプロセス製法で
つくられたこの石鹸は、厳選された有機植物
オイルがうるおいを保ち洗いあがりがしっとり
なめらか。メイクも汚れもスムーズにOFF。
メイクブラシの洗浄にもおすすめです。

BISOU コールドプロセス石鹸
100ｇ ／ ¥2,000

はじまる、
新しい洗顔のカタチ

ジェルタイプで使いやすい、ブース
ター美容液。ウチワサボテンオイル*1

がエイジングサイン*2に働きかけ、
うるおいを与えてふっくらみずみず
しい印象に。シトラスフローラルブー
ケの爽やかな香り。
＊1オプンチアフィクスインジカ種子油(保湿成分)
＊2年齢を重ねることによって潤い・ハリをを失った
状態
ブースター セラム (M)
55ｍL ／ ¥3,960

うるおい引き込む
まろやかセラム

絡みつくようななめらかな密着感は
魅力のカラーバター。馴染みやすい
ミルキーなカラーは、印象をやわらか
に演出してくれる。09は甘いミル
キーピンク、10はリラックス感をもた
らすヌーディーベージュ。

ペタル エッセンス カラー バター
(09・10)
5g／各¥2,750

美発色で乾かない。
唇に彩りを

など人気ブランドを多数ラインナップ。

≪美しさと、確かなもの≫

NEW SHOP
コスメキッチンから誕生したナチュラル＆オーガニックメイクのセレクトショップ
［メイクアップキッチン］の新しいお店がオープン！ 
最新のメイクアイテムや限定ブランドを厳選してラインナップ。

メイクアップキッチン そごう横浜店　期間限定SHOP OPEN！

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

コスメキッチン
メイクアップキッチン
限定販売

09 10

A B C D E F

メイクアップキッチン

30 31※取扱い商品は店舗により異なります。※新商品は発売日が変更となる場合がございます。※価格はすべて税込みです。
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