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京都藤井大丸店 OPEN 10:30-20:00 （館の営業時間に準じる）
Tel:075-253-1273 /藤井大丸 1F

名古屋ラシック店  
CosmeKitchen BEAUTY

OPEN 11:00-21:00 /Tel:052-259-6492
LACHIC １F

阪急三番街店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:06-4256-6658
阪急三番街 南館 B1F

ららぽーとEXPO CITY店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:06-4860-6465
ららぽーとEXPO CITY 2F

神戸マルイ店 OPEN 11:00-20:30 （日・祝 10:30-20:00 ※翌日が祝日の場合20:30まで）
Tel:078-381-8994 / 神戸マルイ 1F

岡山一番街店 OPEN 10:00-20:00 /Tel:086-238-3309
一番街 B1F

広島パルコ店 OPEN 10:00-20:30 /Tel:082-545-5877
広島パルコ 1F

FUKUYA ADDICT店
CosmeKitchen BEAUTY

OPEN 10:00-20:00 /Tel:082-246-6718（代表）
FUKUYA ADDICT １F

福岡パルコ店 OPEN 10:00-20:30 /Tel:092-235-7400
福岡パルコ 1F

那覇オーパ店 OPEN 10:00-21:00/Tel:098-975-7695
那覇オーパ 2F

博多阪急店
CosmeKitchen BEAUTY

OPEN 10:00-20:00 （金・土・繁忙期 10:00-21:00）
Tel:092-419-5521 / 博多阪急 １F

心斎橋OPA店 OPEN 11:00-21:00 /Tel:06-6121-6884
 心斎橋OPA 1F

OPEN 10:00-21:00 /Tel:06-6777-5735
 天王寺MIO プラザ館 1F

天王寺ミオ店

阪急うめだ本店 LUXE店 OPEN 10:00-20:00 （金・土 10:00-21:00）
Tel:06-6313-7930 /阪急うめだ本店 2F コスメキッチン LUXE

札幌ステラプレイス店 OPEN 10:00-21:00 / Tel:011-209-5547
ステラプレイスセンター B1F

エスパル仙台店 OPEN 10:00-21:00 / Tel:022-253-6225
エスパル仙台 東館 2F

柏髙島屋ステーションモール店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:04-7148-2263
柏髙島屋ステーションモール S館専門店街3F

ルミネ大宮２店 OPEN 10:00-21:00 （日 10:00-20:30）/Tel:048-780-2751
ルミネ大宮2/3F

ルミネ北千住店 OPEN 10:00-20:30/Tel:03-6806-2382
ルミネ北千住 4F

代官山駅前店 OPEN 10:00-20:30 /Tel:03-5428-2733
改札前

渋谷ヒカリエシンクス店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:03-6434-1743
渋谷ヒカリエシンクス 1F

渋谷モディ店 OPEN 11:00-21:00 /Tel:03-4336-8216
渋谷モディ 1F

ラフォーレ原宿店 OPEN 11:00-21:00 /Tel:03-6434-0995
ラフォーレ原宿 1.5F

アトレ恵比寿店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:03-5475-8648
アトレ恵比寿 西館2F

OMOTESANDO店 OPEN 10:00-20:00 /Tel:03-6812-9087
表参道交差点近く

表参道ヒルズ店
CosmeKitchen BEAUTY

OPEN 11:00-21:00（日 11:00-20:00） /Tel:03-6804-6557
表参道ヒルズ本館 B2F

ルミネ有楽町店 OPEN 11:00-21:00 /Tel:03-6273-4450
ルミネ有楽町1/1F

コレド日本橋店 OPEN 11:00-21:00 （日・祝 11:00-20:00）/Tel:03-5203-2210
COREDO日本橋 3F

日本橋髙島屋 S.C.店 OPEN 10:30-20:00/Tel:03-6281-9839
日本橋髙島屋 S.C. 1F

NEWoMan新宿店
Cosme Kitchen&Naturopathy

OPEN 11:00-21:30 /Tel:03-6380-1448
NEWoMan M2F

ルミネ新宿１店 OPEN 11:00-21:30 （土・日・祝 10:30-21:30）/Tel:03-6302-0490
ルミネ新宿１/2F

ルミネ池袋店 OPEN 11:00-21:30 （土・日・祝 11:00-21:00）/Tel:03-5391-0390
ルミネ池袋 B1F

玉川髙島屋S・C店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:03-6805-7063
玉川髙島屋S・C 南館3F

アトレ吉祥寺店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:0422-22-1981
アトレ吉祥寺 2F

ルミネ立川店 OPEN 10:00-21:00 （土・日・祝 10:00-20:30）/Tel:042-512-7881
ルミネ立川 3F

アトレ松戸店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:047-710-7037
アトレ松戸 3F

越谷レイクタウン店 OPEN 9:00-22:00 /Tel:048-940-3121
イオンレイクタウンkaze 2F

ルミネ横浜店 OPEN 10:00-21:00 （土・日・祝 10:00-20:30）/Tel:045-620-2646
ルミネ横浜 2F

MARK IS みなとみらい店 OPEN 10:00-20:00 （金～日・祝・祝前日 10:00-21:00）
Tel:045-264-4741 / MARK IS みなとみらい １F

ららぽーと横浜店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:045-414-2416
ららぽーと横浜 1F

OPEN 10:00-20:00（金～日・祝 10:00-21:00）
Tel.047-421-7363 / ららぽーとTOKYO-BAY 南館2F

ららぽーとTOKYO-BAY店

グランツリー武蔵小杉店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:044-982-3211
GRANDTREE 武蔵小杉 1F

ラゾーナ川崎店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:044-874-8508
ラゾーナ川崎プラザ Plaza West 2F

OPEN 10:00-21:00（土・日・祝 10:00-20:30）
Tel.0467-48-5117/大船ルミネウィング 3F

大船ルミネウィング店

名古屋パルコ店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:052-265-7611
名古屋パルコ 西館1F

盛岡FES″ AN店 OPEN 10:00-20:30 / Tel:019-656-7841
フェザン 1F

ならファミリー店 OPEN 10:00-20:00 /Tel:0742-93-5561
ならファミリー 1F

OPEN 10:00-19:00 /Tel:026-226-8729
ながの東急百貨店 1F

ながの東急店

OPEN 10:00-21:00 /Tel:049-298-7800
アトレマルヒロ ２F

アトレマルヒロ店（川越）

天満屋福山店 OPEN 10:00-19:00 （土 10:00-19:30）/Tel:084-927-2145
福山天満屋 1F

マルヤガーデンズ鹿児島店 OPEN 10:00-20:00 /Tel:099-248-7791
maruya gardens 1F

高崎OPA店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:027-395-0440
高崎OPA 2F

秋田OPA店 OPEN 10:00-20:00 /Tel:018-838-7522
秋田OPA 1F

新潟ビルボードプレイス店 OPEN 11:00-20:00（土・日・祝 10:00-20:00）
Tel:025-250-7851 / 万代シテイ ビルボードプレイス 2F

OPEN 10:00-19:00 /Tel:097-585-5599
本店トキハ本館 1F

大分トキハ店

Cosme Kitchen Market

Make     Kitchen

ルミネ新宿2店 OPEN 11:00-21:30 （土・日・祝 10:30-21:30）/Tel:03-6302-0535
ルミネ新宿２/２F

ルミネ有楽町1店 OPEN 11:00-21:00 /Tel:03-6268-0922
ルミネ有楽町１/１F

阪神梅田本店 OPEN 10:00-20:00 （金・土10:00-21:00） /Tel:06-6345-2474
阪神梅田本店 2F

名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店 OPEN 10:00-21:00 /Tel:052-566-6317
タカシマヤ ゲートタワーモール 3F
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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～

P3P2

一番行きたい国……自分にとってそれは、昔からフィンランドだった。北欧がブームになるずっと前からの憧れ。
なのに、長い休暇が取れたら、と思っているから、なかなか行けない。だからまだ一度も行けていないのに、憧れが
つのって気がつけば、"行きたい"どころか、"一番住みたい国"になっていた。

きっかけは、ある日本人ピアニストが "音楽留学"では極めて稀なフィンランドに留学していたことを、疑問に思っ
たから。しかもその理由が、たまたま訪れたフィンランドの森で、斜めから差し込んでくる幻想的な光の美しさに
魅せられたから…。結果的にそのピアニストはフィンランドに移り住んでしまう。

一方で、オーガニックコスメブランド、フランシラが古くから所有する"フランシラの森"は都会の3000倍も空気が
綺麗である事実を知って、そこに自分の身を置いてみたいと言う衝動にかられたことも理由の1つ。そして何より
も、フィンランドをはじめとする北欧に息づく、とても素敵な価値観に心を動かされたからである。

ご存知のように北欧諸国は、国民の幸福度の高さが世界のトップクラス。社会保障もまた子供たちの教育水準
の高さも、世界一である。データだけを見ても、幸せな国々だということがわかるけれど、それ以前に、北欧に
は"ヒュッゲ "という概念が人々の心に無理なく宿っていて、それが幸せ実感に繋がっている。それは"日常の心地
よい時間や場所に、小さな幸せを感じること"を最も尊いとする価値観。この"ヒュッゲ"自体が欧米でブームと
なり、日本でも注目されつつあるが、その意味を一言で表現する言葉が日本語にはないという。あえて言うならば
"ほのぼの"、あるいは "くつろぎ "、"癒し"。

例えば、家の中で家族が楽しくくつろいでいる、それ自体がヒュッゲであり、自然の中でピクニックをするのも
ヒュッゲ、もっと単純に、お茶を飲みながら音楽を聴くことも、入浴剤を入れたお風呂にゆっくりつかることも、ただ
アロマを炊くことも、すべてはヒュッゲ……。逆から言うなれば、ブランド物に囲まれ、豪華な家に住み、高級車を
乗り回すより、もっともっと身近な"小さなこと"に幸せを感じる心。つまり、お金を稼ぐことよりも、お金のかからな
い、穏やかな時間、豊かな心の方が人生において大切、そう思うことがヒュッゲなのである。

ひょっとすると、これを読んでくれている人の多くが、こう思うのかもしれない。まさに、まさに、私が求めていたのは
ヒュッゲだったのだと。生き方において自分が理想とするのは、ヒュッゲだったのだと。

自分自身、そのヒュッゲに体ごと浸りたい、五感で味わいたいと本能で思うからこそ、フィンランドと言う国に
憧れ、いつの間にか住みたい国にしていたのだと思う。自分自身それは"魂の求め"だったような気がするのだ。
ヒュッゲ……本当に素敵な、気づきである。

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。

齋藤薫　美容ジャーナリスト／エッセイスト

私が一番住みたい国には、
この上なく美しい光と空気と、"ヒュッゲ"がある。

〈 第一章 〉

Kaoru Saito’s Column

Hygge
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優しさも心地よさも諦めない幸せシャンプー

優しさ、心地よい、ふわっとしなやか艶髪仕上げ……どれも諦められない人
は、今この潤いハーブのシャンコを選びたい。頭皮に痒みのある人、肌が
弱い人、シャンプーが憂鬱な日も、決して何も諦めないで。荒れた土壌から
整えて、美しい花を咲かせるように、頭皮から健やかにして美しい髪へ導く
丁寧な仕事が素晴らしい。染物質一切なしのハワイアン海洋深層水をベー
スにオメガ3を豊富に含んだククイナッツオイルを使用。美しい花が開花し
たようなフランキンセンスの香りに酔いしれる。シャンプー時間までをヒュッ
ゲにする、幸せシャンプーだ。

化粧品と言うより、一緒に生きるお守り

ハンドケアのデザインに独自のマークが……ハードな日々 が続いた時はチャック
ルミー、頑張りたい時はハグミー。文字通りギュッとハグされた時の、心が
ふわっと暖かくなる香りと柔らかいテクスチャー。無意識の頬杖や祈りの
ポーズで、手元の肌触りや香りがその場の気持ちを左右するからハンドケア
で気分転換ができるのだ。そしてリラクシングミルクは、緊張した肩や首、
背中、体の関節などにマッサージするように優しくすり込むと、気持ちまで晴れ
晴れする。いつも持ち歩いて、節々に不快感を感じたら、ほぐすためのワン
ポイント・ボディケアを。そう、私たちはこういうものが欲しかった!

肌のヒュッゲと呼びたくなるほど心地よいバーム

イギリスではどの家庭も必ず常備している。そんな一品は、肌の乾
きにも肌荒れにもぐるりと働きかけるオールパーパスなバーム。
ないと不安になる肌のお守りだ。念入りにケアしたいときにはトロ
トロになるまでかき混ぜてマッサージすると、夢心地である上に、
内側からふっくらと輝く肌に。リラックスタイムには、鼻の下にちょい
塗りしてみて。イモーテルやラベンダーの香りで瞬時に心がほぐれ
るはず。肌のヒュッゲと呼んでしまいたいほど心地よいバームな
のだ。自社栽培のスターウィード※、肌荒れを防ぐカレンデュラ配合。
※肌のキメを整える

肌に、休息とキレイと
守りをもたらすBB

休日は、肌を休ませたいけど、綺麗でもい
たい、リペアもしたい。そういう人に理想的
なBBを見つけた。スーパーフルーツをたっ
ぷり含んだオールインワン。UVケア、化粧
下地、休日メイク、モイスチャライザー、エイ
ジングケアを一つにした多機能BBなのだ。
もちろんSPF30もの力を持った紫外線反射
剤も天然由来。レスベラトロール、コエン
ザイムQ10やカニナバラ花油が、肌を外敵
から守りつつもしっとりと保湿する。アメリカ
ではNo. 1※のオーガニックブランド、中でも
人気の一品だ。
※米・SPINS社調べ

P4 P5

04 05※★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。 ※新商品は発売日が変更となる場合がございます。

冷たい冬こそ、ほっこりと明るくなれる「ヒュッゲな美容」を始めたい
いつの頃からだろう。日本語の「癒し」と言う言葉がとても大きな意味を持つようになったのは。女性たちがみんな仕事を持つようになって、だからとても
疲れていて、日常的にも安らぎや休息を求めたから、日常生活の中に癒しも不可欠となったのだ。

北欧に息づく言葉、「ヒュッゲ」も本来は同じような意味を持つのだろう。でも「ヒュッゲ」の方が、前向きで明るくて、どこかウキウキする響きを持っ
ている。もちろん「癒し」は「癒し」で、心がふっと落ち着くような美しい響きを持つけれど、何かこれからの季節、冬に向かっては、「ヒュッゲ」の
ほうが気持ちを明るくしてくれるのかもしれない。真冬にとても華やかなクリスマス習慣やサンタクロースの存在を教えてくれたのも北欧。そう、だから
冷たい冬こそ、「癒し」よりも「ヒュッゲ」。毎日の美容も、日常の中に、小さな幸せをことから始めたい。そこに新しいキレイが芽生えるはずだから。
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コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定ブランド

美容ジャーナリスト齋藤薫の“引き寄せ”コスメ

～居心地が良い空間や時間「ヒュッゲ」を大切に過ごす～

［ヒュッゲ］

HYGGE

コスメキッチン

現代女性をサポートする
甘やかな一瞬の食用オイル

すでにお馴染みの" 飲むエッセンス"は、ストレス社会
の現代女性をサポートするもの。このCBD（カンナビジ
オール）を含有した食用オイルエッセンスは、オレンジ
エキスを加えることにより、美味しく飲みやすくしそのまま
舌下に数滴たらしてもよし、飲み物や食べ物にふりかけて
もよし。現代を生きる女性は、体を休めているつもりでも、
本当には休めていないもの。いつもそばに置いて、疲れを
感じたらさっと取り入れてみて。

mindfulness oil essence
20mL ／ ¥5,400+ 税 ★

Elixinol1

スキンパーフェティング BB（ナチュラルティント）
58mL ／ ¥3,700+ 税 ★

ANDALOUnaturals4

スキン ブースター バーム
20mL ／ ¥2,600+ 税 ★

herbfarmacy5

フランキンス　シャンプー　275mL ／ ¥2,200+ 税 ★
フランキンス　コンディショナー　275mL ／ ¥2,400+ 税 ★

WELINA ORGANICS6

THE AROMATHERAPY 
COMPANY7&8
（左）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 チャックル ミー　30g ／ ¥2,800+ 税 ★

（右）コンフォートバランスシリーズ  オーガニック
　　リラクシングミルク　30mL ／ ¥2,880+ 税 ★

モミの木のお風呂は、まるで森林浴

冬はお風呂につかって心静かに体を温めること、それ自体
が "日常の中の小さな幸せ=ヒュッゲ"となる。とりわけ
芳しい乳白のお湯に体を浸すと、闇が深い冬の夜にも、
言い知れない穏やかな幸せをくれるはず。だからヴェレダ
のモミ。クリスマスツリーに使われ、昔から大切にされて
きたモミの木には、森自体も浄化されるほどの森林浴
効果が。早朝の深い森で、深呼吸するような透明で深遠
な香りに意識がふっと遠のくような、心地よさを感じるだ
ろう。1日の終わりにゆったり湯船に浸かるのも良いけれ
ど、なかなか体が暖まらない冬の朝も。体がすっと軽くな
るようなすがすがしい気持ちに。

モミ　バスミルク
200mL ／ ¥2,800+ 税 

WELEDA2
芳醇なラベンダーに包まれて、
お休みなさい

ベッドサイドに置いておく、眠り姫のお守りはこれ。
心地よく眠る前に、例えば鼻の下にこれをひと
塗りしてみて欲しい。そして、ちょっとした肌荒れ
やカサつきにもくるっと塗って。ともかく高純度
なだけでなく、真正ラベンダーを凝縮させた
エッセンシャルオイル。うっとりするような素晴
らしい香りを放つ上に、肌に直接塗れるのも、
またロールオンタイプでこの上なく使いやすい
のも、なんだかとてもヒュッゲである。私には
これがあるから大丈夫、そんな風に身も心も頼
れてしまう、"青い黄金"と言う名の真正ラベン
ダーは、ぜひ一度体験してみて。

プレミアムエッセンシャルオイル
5mL ／ ¥2,500+ 税 ★

3 LE CHATEAU 
DU BOIS



胸が高鳴る季節がやってきました！ 今年も、あなたの美しさを引き出す、とっておきのコフレやキットが待っています。
いつも以上にケアをして、いつもとは違うカラーをまとって、大切な人と特別なひとときを過ごしてみませんか？

素敵なクリスマスを楽しんだあとは、より魅力がアップして一層輝けるはず。

クリスマス限定！ とっておきのギフト

Co�ection

Sp
ecial Box!

Special Box!

Special Box!

Special Box!

ベストセレクション　¥8,400+税 ★
［セラム 30ｍL/クレンジングクリーム 30ｇ/
ホワイトバーチウォーター 15ｍL］

乾燥小じわへの効果が実証された
美容液と、健やかな肌作りのベースと
なるクレンジング、たっぷりの潤いで
満たす化粧水のセット。エイジングが
加速しがちなシーズンは、フィトエナ
ジーを感じる 3 アイテムで徹底ケア！

乾燥小じわに立ち向かう
頼れる3アイテム

年齢が出やすい、目元と口元。乾燥し血行も
悪くなる冬は、お手入れで大きく差がつきま
す。なめらかに馴染んでハリをもたらすアイ
クリームと、口紅の下地としても使えるリップ
バルサムで、躊躇わず笑える肌作りを！

表情に自信！
冬は目元・口元ケアが勝負

美容クリームのような石けんとして知ら
れる、ガミラのミニバーが 3 個試せる嬉
しいセット。15 種以上の植物由来成分で、
ツルツル肌に整えます。大切な人をいた
わる気持ちを、このリボン付きBOX に込
めて届けてみては？

大好評の3個セット
プレゼントに最適

ティーローズ
10mL ／ ¥2,300+税 ★

不安な成分は使わず、自然由来成分を
積極的に取り入れた、エコでナチュラルな
ネイル。深いローズカラーを指先にまとえ
ば、たちまち洗練された大人の印象に。
クリスマスに色気を上げたい方の秘策です。

大人ローズの指先で
X'masに色気を

リップチークパレット モーニング キス
3g ／ ¥4,800+税 ★

日本限定の 3 色が、便利なパレットに！
どれも日本人の肌に馴染むカラーで、
洗練された印象を生み出します。ファッ
ションや気分に合わせて選んだり、リッ
プとチークで色を変えたり。色を重ね
て遊んでみるのも楽しい！　

3色の日本限定カラーが
使えるパレットに

to / one
トーン

trilogy
トリロジー

Kure BAZAAR
キュアバザー

gamila secret
ガミラシークレット

naturaglacé
ナチュラグラッセ

amritara
アムリターラ

Terracuore
テラクオーレ

INTIME
ORGANIQUE

by le bois
アンティーム オーガニック

バイ ルボア

MARTINA
マルティナ

giovanni
ジョヴァンニ

rms beauty
アールエムエス ビューティー

Special Package!

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
限定ブランド

Special Box!

ホリデーメイクアップコレクション2018
¥5,900+税 ★

ペタル アイシャドウの新色、立体感を叶える
ルミナイザー、いらないものを自然に隠すコン
シーラー、上品レッドのリップ＆チークが、モー
ドなパレットに集結。限定色のグロスもセット
で、ホリデーシーズンのメイクはこれで完璧！

to/one人気アイテムが
便利なパレットに！

11/1（木）発売

3Pミニバー　¥2,300+税 ★
［ミニクレンジングバー ×３
（ラベンダー・ゼラニウム・スペアミント）］

11/1（木）発売

11/1（木）発売

ホットチョコボディケアキット
¥2,700+税 ★

［スクラブ 260g/オリジナルスプーン］

甘いチョコレートの香りにほっこりする
人が続出。オーガニックシュガー※1 

と細かく砕いたクルミの殻※2 で、古い
角質をやさしくオフ。乾燥が気になる
ボディを潤しながら、ツルンとしっとり
した肌に整えます。
※1 スクロース（角質除去成分）
※2 テウチグルミ殻粒（角質除去成分）

全身やわらか肌に
チョコの香りにときめく

11/1（木）発売

指通りのよい滑らかなツヤ髪になり
たいなら、この 3 本が心強い！シア
バター※1 とスイートアーモンドオイル
※2 が、髪の縮れや広がりの原因とな
るダメージ部分に潤いを与え、シルク
のような髪に導きます。
※1 シアバターノキエキス（保湿成分）
※2 アーモンド油（保湿成分）

艶めくシルキーヘアは　
この3本で手に入れる

シルキーヘアキット　¥4,500+税 ★
［シャンプー､コンディショナー 各250ｍL/
セラム 14.7ｍL］

11/1（木）発売

CK限定 フェミニンケアWキット
¥4,000+税 ★

［ホワイトクリーム 100ｇ/フェミニン
クリーム 30ｇ/フェミニンウォッシュ
30ｍL］

日頃、デリケートゾーンのケアは
できていますか？女性のたしなみ
として、X'masまでにきちんと細部
まで整えておきたい。デリケート
ゾーンの洗浄、潤いやくすみのケア
は、この 3 点におまかせ！

自分磨きは細部まで
デリケートゾーンセット

11/1（木）発売

ローズヒップセレブレイションセット
¥5,800 +税 ★

［ローズヒップオイル20ｍL/クレンジングクリーム
30ｍL/バイタルモイスチャライジングクリーム
20ｍL］

年齢と向き合うには、オーガニック認定の
ローズヒップ※を。20 秒に1 本売れている
といわれているローズヒップオイル、それ
を大胆に使ったクレンジングクリームと保
湿クリームの 3 点で、潤い、ハリ、ツヤを手

20秒に1本売れる
ローズヒップ実感キット

11/1（木）発売

11/1（木）発売

12/1（土）発売

ベースメイクコレクション2018　¥5,200+税 ★
［カラーコントロールベース12ml/エモリエントクリーム
ファンデーション15g/フェイス＆チークパウダー 8.8g］

内側から輝くような肌を作るベースメイクセット。
肌色を補正し透明感を高める下地、カバー力と
立体感、潤いも妥協しないクリームファンデ、
肌の凹凸を整えながら、立体感と血色感を与
えるパウダーの 3 点で、肌に自信を！

透明感・立体感・血色感
全て手に入るセット

11/1（木）発売

星形パッケージが可愛く、プチギフトに
最適！ミツロウ* をはじめとした天然由来
成 分で、唇を潤すリップクリームです。
爽やかなレモンと、うっとりするローズの
2 つの香り展開。どちらも欲しくなる！

毎年大人気の星形パッケージ
リップクリーム

リップクリーム 星型限定パッケージ
ローズ　4mL ／ ¥1,200+税 ★　レモン　4mL ／ ¥1,000+税 ★

11/1（木）発売

冬のパーツケアキット
¥4,500+税 ★

［アイケアクリーム・
リップバーム 各15mL］

11/1（木）発売

コスメキッチン
メイクアップキッチン

限定発売

コスメキッチン
限定発売
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キャンドルを灯して、温かいココアを飲む。そんなくつろぎタイムを持てていますか？
“HYGGE（ヒュッゲ）” な暮らし。それは、北欧デンマークに根づく、温かく居心地のよいライフスタイル。

慌ただしい毎日を送る現代人が、今求めているものかもしれません。難しく考えなくても大丈夫。Cosme Kitchen には、
HYGGE な時間を楽しめるアイテムが揃っています。まずは自然に手が伸びたものから取り入れてみて。

とっておきの’ヒュッゲ’な冬アイテム

シアバターを 20％使用し、硬くな
りやすい指先までしっとり滑らかに。
バニラ、オレンジ、レモンのハーモ
ニーで、温もりを感じます。緊張す
るシーンや、リラックスしたとき、
手肌を潤いしながらゆっくりと香り
を吸いこんで。

シアバターの潤い　
バニラと柑橘で
温もり感じて

ハンドクリーム ヒュッゲ　
40g ／ ¥1,000+ 税 ★ 

SHIGETA
シゲタ

MAMA BUTTER
ママバター

SONNENTOR
ゾネントア

DTW
フラワーエッセンス
ディーティーダブリュー

フラワーエッセンス

Acorelle
アコレルTerracuore

テラクオーレ

uka
ウカ

WELEDA
ヴェレダ

HERBORISTERIE
エルボリステリア

THE 
AROMATHERAPY

COMPANY
アロマセラピーカンパニー

Winter HYGGE items 
Warm&Cozy Winter Time

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
限定発売

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

がんばる女性のボディを、豊富なベネフィッ
トを有すネロリで包みこむスプレー。「ちょっと
休みたいな」という時、いつでもシューっと
一吹きして。英国の専門家がチョイスした
パワーストーンも、あなたに寄り添います。

大変な毎日にネロリを
ボディに一吹き

コンフォートバランス B.E.S.T スプレー
35mL ／ ¥2,000+ 税 ★ 

12/1（土）発売

12/1（土）発売

ベチバー、シナモン、ローズなど
贅沢なブレンド。

目を閉じればきっと
ほっこりしたひと時に

ウカネイルオイル ヒュッゲフォーコスメキッチン
5mL ／ ¥3,800+ 税 ★ 

12/1（土）発売

お金をかけて贅沢するのではなく、家で
家族や友達と過ごすような、ほっこりとした
イメージを表現したネイルオイル。パチョリ、
ビターオレンジ、イランイランのブレンド
です。首すじやデコルテ、手首などに ON
して、いつでも満たされて。

クルクル ONして満たされる
どこでも“ほっこり”

ヒュッゲ ネイルオイル
6mL ／ ¥1,850+ 税 ★ 

12/1（土）発売

冬に嬉しいハーブのチンキは、仕事や人間
関係で悩み、不安定になりやすい女性のお
守り。お湯にスポイトで入れて飲むと、じん
わりぽかぽかに。リラックスして巡らせる時
間を作れば、すっきり足取りも軽くなるはず。

不安定な寒がり女子に
一杯のあったか習慣

タンチュメール Inner Warmth 
30g ／ ¥2,800+ 税 ★ 

12/1（土）発売

人 気 の バ スミル クセットが、
ヒュッゲ な デ ザ インで 登 場。
ゆっくりしたい時のラベンダー、
女性らしいローズ、すっきりと
したいときのアルニカ、爽やか
なシトラス、森林浴気分のモミ。
今日惹かれる香りは、今日のあ
なたをいたわります。

気分に合わせて
ヒュッゲなバスタイムを

バスミルク ミニセット HYGGE
20mL×５本／ ¥2,500+ 税 ★ 

12/1（土）発売

一瞬で優しい気持ちになれるフレグ
ランス。ネロリをベースに、クローブ
やジンジャー、シダーのスパイシー
な香りとバニラの温かく甘みのある
香りをブレンド。100％天然由来原
料ながら、香りが長続きします。

すーっと香りを
吸いこんで
優しい気持ちに

ヒュッゲ　ロールオン
10mL ／ ¥1,900+ 税 ★ 

12/1（土）発売

一日の終わりに、休日のティータイム
に、心温まるひとときを。ローズヒップ
やハイビスカスの穏やかな酸味と、
アップルやストロベリーのフルー
ティーな香りを楽しめる飲みやすい
ハーブティーです。

一杯のほっこり習慣で
日常が満たされる　

ハートウォーミング ティー
45g ／ ¥900+ 税 ★ 

12/1（土）発売

X'mas らしい温かい香り
手肌もふっくら
フランキンセンス、オレンジ、シナモン
などを使った、スパイシーで甘い温か
みのある香りのハンドクリーム。ミツ
ロウ※1 やプロポリスエキス※2 などの
天然由来成分で、潤いを与えて健や
かで柔らかい手肌に整えます。
※1※2 保湿成分

ハンドクリーム ヒュッゲ
35mL ／ ¥2,200+ 税 ★ 

12/1（土）発売

カラーセラピーとファシネーションプレミアムの
恩恵を同時に得られるオイル美容液。カラーは
着色料ではなく、原料の色だというから驚き。
オーガニック認証オイルと13 種の精油のブレン
ドで、大人肌もイキイキ！

花の力を肌に
色とエッセンスの魔法オイル

ファシネーションプレミアム 
フェイス＆ボディオイルエッセンス
120mL ／ ¥4,900+ 税 ★ 

12/1（土）発売

自信がなかったり、他社からどう思われるかを気に
しすぎたり、考え込みやすかったり。神経を使いすぎ
て人間関係が辛い方に、ぴったりのエッセンスを厳選
してブレンド。毎日の数滴習慣で、自然な笑顔に！

“人” が好きになる
数滴で自然な笑顔に

ハーモニー　プレミアム　30mL ／ ¥4,800+ 税 ★ 

12/1（土）発売

コスメキッチン
限定発売
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P10 P11

Scent of Winter

ソンボン ママバター

ティアレアーラ アルジタル

パーフェクトポーション テラクオーレ

シゲタ

ウッドロット

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
先行発売

香りを嗅いで心が動いたら、それは今あなたに必要な香り。
リラックスタイムやがんばりたいとき、優しくなりたいときなど、その時々に自然と嗅ぎたくなる好きな香りを味方につけて。

どこか引っかかっていた部分がしっくりきたり、しがらみから解放されたように感じたり……。
まとう香りが、あなたの気持ちに寄り添ってくれます。

今の自分が求める香りを探して

爽やかなネロリが広がったあと、甘く
官能的なイランイランが残ります。2つ
の香りの絶妙バランスで、女性の魅力
がアップ。イランイランが苦手でも親し
みやすいブレンドです。ローズクォーツ
入りで恋愛運もアップ!?

魅了する香り
ネロリ ×イランイランの
絶妙バランス

フレグランス　ラブノート
14.5mL ／ ¥2,600+ 税 ★ 

100%天然香料と、ビオ小麦由来のアルコー
ルで作られたフレグランス。植物が持つ個性
とハーモニーを感じられ、ライフスタイルに
寄り添ってくれる香りが揃います。シーンや
気分に合った香りを見つけて。

ライフスタイルに寄り添う　
洗練された自然派香水

左から
オー・ド・デ＆ジンジャー オードパルファン
カルヴィ＆フィグ オードパルファン
15mL ／各 ¥2,300+ 税 ★ 
ミモザ＆ヘリオトロープ コンソントレ
15mL ／ ¥2,600+ 税 ★ 

ミツロウにダマスクローズ、スミレ、ジャスミン
などの精油をブレンドしたアロマキャンドル。
花々の香りが、エレガントな雰囲気をもたらし
ます。キャンドルを灯してゆったり過ごすと、
振る舞いまで女性らしく上品になりそう。

可憐なブーケの香りで
エレガントな空間に

蜜ロウ アロマキャンドル フローラルドレープ
100mL ／ ¥2,000+ 税 ★ 

プチグレン、フラゴニア、クラリセージ、ス
イートオレンジなどをブレンドした香りを、
浴びるようにスプレーして。音楽を聴いたり
芸術鑑賞したり、のびのびと創作活動する
際におすすめ。お子様も一緒に使えます。

香りのパワーを浴びて
イキイキ創作

バランシングスプレー　イマジネーション
50mL ／ ¥1,600+ 税 ★ 

サンダルウッド、アトラスシダーウッド、レ
モン、ベチバーなどをブレンドした清らかな
香り。くつろぎたい時、自分に向き合いたい
時、ヨガや瞑想をする時などにぴったりです。

自分と向き合う香り
ゆっくりくつろいで

バランシングスプレー　マインドフルネス
50mL ／ ¥1,600+ 税 ★ 

ココナッツワックスと GMOフリーのソイ
ワックスを使い、精油のブレンドにこだわ
ったキャンドル。ラベンダ ー、シダ ー、
ベルガモット、パチョリを使ったフローラ
の香りは、リラックス空間を作ります。

たちまちリラックス空間に　
自然派キャンドル

キャンドル　フローラ
227g ／ ¥4,300+ 税 ★ 

婚活オイル、モテオイルと呼ばれる人
気のブロッサムから、持ち運びやすい
ロールオンが登場！デート前や出会い
の場に行く前など、どこでもクルクル
ONして女性らしさを高めて。

モテオイルで人気
ブロッサムのロールオン

ブロッサム　ロールオン
6mL ／ ¥1,850+ 税 ★ 

豊かな香りを実現する、アルジタルの
GOLD 精油。パチョリは深みのある
豊かな土のような香りです。優しく前
向きになりたい時、香りを楽しみながら
ゆっくりと気分を落ち着かせて。

前向きになりたい時
香りと共にリラックス

ゴールドエッセンシャルオイル
パチョリ
10mL ／ ¥3,600+ 税 ★ 

11/1（木）発売

11/15（木）発売

ローズ、イランイラン、サンダルウッド、
ゼラニウムをブレンドしたブロッサムの
香りで、女性らしい自分に。ときめく香り
に包まれながらバスタイムを楽しめば、
恋する気持ちも高まりそう。

女性らしさアップ
ときめくバスソルト

ブロッサム　バスソルト
285g ／ ¥2,800+ 税 ★ 

11/15（木）発売

顔だけでなく、ボディ、髪にも使えるマルチバーム。
シア脂 20％入りで、硬くなった指先やガサガサの
ひじ、ひざ、かかとなどにも！穏やかになれないとき
など、バニラ、レモン、オレンジの香りの力に頼ってみて。

柑橘とバニラでほっこり　
ガサガサパーツも潤う

マルチバーム ヒュッゲ　8g ／ ¥1,500+ 税 ★

12/1（土）発売

10 11※★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。 ※新商品は発売日が変更となる場合がございます。
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2018 冬のメイク提案

甘く優しい冬のエレガントフェイス

アメリカ及びヨーロッパ各国で VOGUE をはじめ数々のファッ
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。

RYUJI
Make-up artist / Beauty Creator

 Time with the warmth

Cosme Kitchen WINTER MakeUp
How to tips for MakeUp

Eyes

Face

赤みのあるオレンジは、ホリデー
気分を高める鮮やかカラー。キュ
アバザーのネイルは、トルエンや
ホルムアルデヒドなど、10 の成分
フリーを叶えた処方で安心。発色
もよく乾きも早いので、ネイルが
より楽しくなります！

ホリデー気分が上がる
オレンジ
10 の成分フリー

Kure BAZAAR　サハラ
10mL ／ ¥2,300+ 税 ★

Nails

Li ps

Ch�ks

1 to/one
デューイ モイスト CCクリーム
SPF13/ PA＋
30g ／ ¥2,800+ 税 ★

毛穴やくすみなどを自然にカバーできる、
スキンケア力の高い CC。ウチワサボテン
オイル※やフラワーエキスで、日中の素肌
をいたわります。伸びも肌馴染みもよく、
テクニックいらずで潤う透明肌が完成！
※オプンチアフィクスインジカ種子油（保湿成分）

毛穴・くすみもカバー
乾燥に負けない透明肌に

3 to/one　ルミナイザー 02
3g ／ ¥3,000+ 税 ★

自然な輝きで、オーラをもたらすピンク
ゴールド。キラキラしすぎないので幼さや
違和感がなく、洗練された印象に。程よい
ツヤ感が、肌を立体的に美しく見せます。

程よい輝きON！
洗練されたオーラを

落ち着いたリップカラーで、媚び
ない大人の印象に。なめらかに馴
染んで発色するセミマットな仕上
がりは、今季のメイクにぴったり！
リップケアをしているようなしっとり
感もうれしい。

モカブラウンのリップで　
媚びない女に

to/one
ペタル エッセンス リップ 209
¥2,800+ 税 ★

2

まるで美容オイルでじっくりパック
したように、浸透して唇が保湿され
ます。リップの前に仕込んでおけ
ば、潤いが続き色持ちもアップ。
おやすみ前に厚めに塗って寝れば、
翌朝しっとりリップに！

美容オイルレベルで
唇に浸透保湿

to/one
モイスト リップジェル
8g ／ ¥1,400+ 税★

1

＜付け方＞

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。

1.

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。

2.

③ をツヤ感が消えないように薄く
塗り、肌を軽いタッチに仕上げる。

3.

④を頬骨の高い所に斜めに入れる。4.

［シークレット］ルースパウダーは崩れ
やすい T ゾーンや顔回りのみ付けると、
ツヤ肌が損なわれずメイク崩れも抑え
てくれます。

＜付け方＞
① で唇を潤わせた後、
② をブラシに取り、丁寧
に輪郭を描く。

1.

リップの内側部分に再度
リップカラーを重ねる。

2.

［シークレット］
リップカラーは、輪郭の余
分な油分をティッシュオフ
してから塗るとにじまずに
きれいに色がのります。

リップの内側部分に再度
リップカラーを重ねる。

［シークレット］

＜付け方＞
① を指にとり頬骨の少
し下から外側に向かって
横長にポンポンと馴染ま
せる。

1.

チークブラシにとり、ブ
ラシ全体によくなじませ
た後、① の中心部分に
ふわっと重ねる。

2.

［シークレット］
２種類のチークを重ね付け
することで立体感が生ま
れ、自然な仕上がりに!

なめらかに馴染んでフィットするので、
やりすぎ感なく肌悩みをカバー可能。
隠したい部分に合わせて3 色からチョイス
したり、ブレンドしても OK。理想の肌に
整えば、自信が湧いていつもより輝けそう！

さりげなく美しく
しっかり隠して自信！

2 to/one
デューイ モイスト コンシーラー
2.4g ／ ¥3,600+ 税 ★

粉雪のようなパウダーをのせた瞬間、
凹凸のない美しいシルク肌に。モイスト
設計なので、仕上げパウダーの粉っぽさ
や乾燥感が心配な方にもおすすめ。メ
イク直しにも重宝します。

パフでなでた瞬間
キメ細かなシルク肌に

4 to/one
デューイ モイスト ルースパウダー
17g ／ ¥3,800+ 税 ★

＜付け方＞

［シークレット］まぶたの中央にハイラ
イトをのせると立体感がプラスされて
大人っぽい雰囲気に！

① b を付属の細いチップを使い、
目頭から目尻に向かって目のキワに
のせる。同色を付属の太いチップ
でぼかすように二重幅よりも幅広く
乗せ、下瞼目尻側から 1/3 にも細
いチップで入れる。　

1.

2.

3.

4.

① a を付属の太いチップまたはブ
ラシを使い、1 の境目をぼかす様に
目のくぼみ全体に柔らかく入れ、①
b に重なる様に細いチップを使い
下瞼全体に入れる。（顔立ちによっ
て目頭は空けてもOK)

②を大きめのブラシで眉弓骨部分
に乗せ、さらに瞼中央部分にも重
ねる。

③をまつ毛の隙間を埋める様に細
かく入れ、ビューラーでまつ毛を上
げた後、④を上下全体にしっかりと
付け、上まつ毛目尻側に重ね付け
する。

長さもボリュームもカールも手に入る
マスカラ。女性らしく色気を感じさせる
目元に仕上げたいなら、バーガンディーが
最適。お湯で落とせるフィルムタイプで、
まつげをいたわりながらオフできます。

バーガンディーで色っぽく
理想のまつげに

4 to/one
ロング ラッシュ マスカラ 03
¥2,800+ 税 ★ 

使いやすいベーシックカラー 2 色で、
立体的な目元を作ります。03 のボル
ドーは、秋冬にぬくもりを感じさせる
カラー。優しい表情もモードさも叶え
るパレットです。to/one のキー成分
で、繊細な目元のケアも。

温かみのあるボルドー
2 色で目元に立体感

1 to/one
ベーシング アイシャドウ 03
¥2,800+ 税 ★

どんなメイクにも合わせやすいブラ
イトベージュは、1 つ持っておきたい
カラー。光を集めて、目元を輝かせ
ます。手持ちのカラーを重ねてニュ
アンスを楽しむのもおすすめ。

光を自分のものにして
記憶に残る目元に

2 to/one
ペタル アイシャドウ 19
¥2,200+ 税 ★

3 to/one
リキッドアイライナー 02
¥2,600+ 税 

筆先 0.1 ㎜の極細筆で、細い線も太い
線も自由自在に描けるアイライナー。
不器用さんでもキレイに描けます。02
ブラウンは、目元に存在感を与えながら
も優しい印象を作るカラー。秋冬のアイ
カラーとも好相性です。

扱いやすい筆先で
自在に目力アップ

a

b

ほっとくつろぐ時間が幸せに感じる季節。
温かなボルドーのアイシャドウに、落ち着きのあるモカブラウンの口元で
ノスタルジックなウィンターメイクを楽しみましょう。

心地良く、でも上品に
女性らしさが際立つ冬の愛されメイク

▶気になるHOW TO は次のページで！

ほんのり色づく、ヌード
ベージュのリップ＆チー
ク。純粋で嫌みのない
血色感を生み出します。
肌の一部のようになじ
み、浮いて見える心配
なし。パウダーチークを
重ねて、ニュアンスを足
すのも楽しみ方の 1つ。

ヌードベージュで
ピュアな血色感を

ブラシでふんわり頬を
彩りながら、しっとり感
ももたらすチーク。蕾か
ら開花するように、やわ
らかく華やかな印象に。
ヌードベージュは、肌な
じみがよく浮かないカ
ラー。シェーディングに
使うのもおすすめ。

ふんわり色づく
パウダーチーク

to/one
ペタル リップ & チーク 07
¥3,000+ 税 

1 to/one
ペタル チーク 01
¥3,200+ 税 

2

P12 P13

12 13※★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。 ※新商品は発売日が変更となる場合がございます。
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Organic
Charging Mist

オーガニックチャージングミスト

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
先行発売

期間限定
発売

寒さや乾燥など、美容の敵が多い冬。エイジングに怯えないためには、秋までのコスメの見直しが重要です。
冬は頭から指先まで、保湿を徹底することが基本。

肌やメイクの調子が急降下しないうちに、マストアイテムでコンディションを底上げして。

最新注目アイテムで冬の準備を！

ローズクォーツカラーに輝くアイカラー。
コレクションでも多く見られた、ビビッド
なメイクにトライして。ミスティーピンク
は、重くなりがちな秋冬のファッション
にも好相性です。

甘くないピンクで
モードに仕上がる

アイポリッシュ エンプレイス
5mL ／ ¥3,800+ 税 ★ 

エイジングサイン※2に悩む方に。キメと潤
いバランスを整え、肌サイクルをサポート。
ハリや弾力が出て、乾燥小じわを目立たな
くします※1。こだわりの無農薬ハーブエキ
ス、温泉水※3、天然アミノ酸の力を体感して。
※1 効能評価試験済み　※2 ハリ不足　※3 整肌成分

使うたび、うるおい効果で乾燥による
小じわを目立たなくする美容液※1

潤い弾む肌へ

モイスチャージエッセンス
30mL ／ ¥3,800+ 税 ★ 

11/1（木）発売

酸化、光老化対策だけでは足りない！5年
後落ち込まないために、“糖対策”もマスト。
パスタにスイーツ……楽しい女子ライフの
代償を感じるなら、ハリ、ツヤ、くすまない
肌を取り戻す※クリームを習慣に。
※保湿効果による

“糖対策”が5年後を変える
大人肌の新習慣

エンジョイソリューションクリーム
30g ／ ¥9,600+ 税 ★ 

11/8（木）発売

エイジングケア※1 力の高い植物由来オイル
と、華やかな香りの精油をブレンド。指先ま
で潤いを与えてしっとり。明るく輝く※2、柔ら
かな手肌に導きます。べたつかないので、す
ぐにPCやスマホなどを触れるのもGOOD！
※1 年齢に応じたケア　※2 保湿効果による

年齢は手肌に出る！
植物の力で満たされて

ナチュラルハンドクリーム
アイリス＆チュベローズ
50g ／ ¥1,800+ 税 ★ 

Winter
Must Have Items

chant a charm
チャントアチャーム rms beauty

アールエムエス ビューティー

amritara
アムリターラ

F organics
エッフェ オーガニック

MiMC
エムアイエムシー

giovanni
ジョヴァンニ

LEBENSBAUM
レーベンスバウム

H
ere 

comes winter!

コスメキッチン
数量限定

セミマットのバームで、肌の凹凸をカ
バーしながらトーンアップ。下地やライト
ファンデとしても、毛穴が気になる部分
のプライマーとしても使えます。こだわり
の自然由来成分で、保湿、大気汚染にも
対応！

毛穴レスの秘策！
大気汚染にも対応する
多機能スキンケアバーム

BBバーム (ヌーディーベージュ）
9.2g ／ ¥6,000+ 税

10/10（水）メイクアップキッチン先行発売

10/24（水）コスメキッチン先行発売

頬にのせれば、肌の透明感を引き出す大
人の血色感が。リップとして使うと、今年
らしいシルキーなマットリップに。スクワ
ラン※１や野菜油※2、ミツロウ※3などを高配
合し、メイクしながら頬や唇をケアします。
※1 ※2 ※3 全て保湿成分

透明感引き出すレッドで　
大人の血色感

ミネラルクリーミーチーク　ローズレッド
¥3,300+ 税

11/1（木）発売

ハリ、ツヤ、ボリューム、すべて叶えるリップ
プランパー。唇をトリートメントしながら、
ハニーを思わせるオレンジカラーで血色感
もアップします。口紅に重ねて、ニュアンス
チェンジも楽しんで。

ハリ・ツヤ・ボリュームUP
ハニー色リップ

ミネラルリップアップ　クリアハニー
¥3,200+ 税

11/1（木）発売

ダメージ髪を放置すると、絡まってダメージの連鎖
や広がりを招くことに。扱いづらくなったゴワゴワ
ヘアも、するする滑らかなシルク髪に仕上げるシャン
プー＆トリートメント。お得なビッグサイズです。

まとまりやすい髪に仕上げ
理想のシルク髪に

2chic フリッズビーゴーン 　ビッグボトル
シャンプー＆コンディショナー
710mL ／各 ¥4,600+ 税 ★ 

11/1（木）発売

精油だけでなく、同時に得られる蒸留水、
滞留水、すべてを使ったフルパワーの
オーガニックハーブミスト。潮の満ち引
きからもわかるように、月が私たちに与え
る影響は偉大。月が満ちるのに合わせ、
肌もハーブパワーで満たして。

新月からハーブで満たす　
美しさを引き寄せて

オーガニックチャージングミスト
（ラベンダー・イングリッシュローズ）
50mL ／各 ¥1,800+ 税 ★ 

11/8（木）発売

24 種類の毎日違うハーブティーを楽しめる
アソートメント。楽しくも慌ただしいこの時
期は、内側から温め整えるハーブの力を取
り入れたい。クリスマスパッケージなので、
プレゼントにも最適。

クリスマス気分を
盛り上げるハーブティー

サンタのギフトティーアソート
1.5～2g×24 袋 ¥1,300+ 税 ★ 

11 月下旬発売

P14 P15

14 15※★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。 ※新商品は発売日が変更となる場合がございます。
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Feeling Feminini ty

Warm Up Your Body
ブランケットにくるまると安らぐように、私たちのからだはポカポカ温かいと心地よいもの。
しかし、多くの現代女性が冷えに悩んでいて、本来の女性らしさを発揮できていないよう。

女性度を上げて美しく輝くためのフェミニニティケアは、温活がべースです。
マッサージしたり、体の中からケアしたり、Cosme Kitchen のアイテムで、女性として生まれた自分のからだを愛でながら温めましょう。

心身をあたためる温活ケア

植物オイルに、バーチの葉※１ 、アルニカ※2

などのエキスをブレンド。お風呂上がりの
温まった肌によくなじみ、肩や脚のマッサー
ジに最適。1週間かけて抽出し、1年間熟
成させた貴重なエキスの実力を肌で感じて。
※1 ヨーロッパシラカバ葉エキス（肌のハリ）
※2 アルニカ花エキス（保温成分）

温めた肌になじませて
肩や脚をリラックス

エナジャイジング ボディオイル
（バーチアルニカ）
75mL ／ ¥3,500+ 税 ★ 

マクロビオティックの第一人者・久司道夫氏
がレシピ開発。欧米でも注目のマクロビの
考えをもとに、自然食材を8年間熟成発酵さ
せたペースト。水や炭酸水で割ったり、ヨーグ
ルトと一緒に食べて、ヘルシーな美習慣を。

マクロビ発酵食品で
ヘルシー美習慣

マクロビオティック ビューティーペースト
5包／ ¥1,700+ 税 ★ 
30 包／ ¥8,800+ 税 

ぽかぽかボディをサポートする、飲みやすい
ハーブティーです。ポリフェノールが豊富
な赤ブドウ葉のティーは、秋冬の寒い日は
もちろん、冷えを感じた時におすすめ。エキ
ナセアと合わせるのもGOOD！

美味しいハーブティーで　
ぽかぽかサポート

ヴァンルージュ
70g ／ ¥2,500+ 税 ★ 

女性に嬉しい、トルメンチラ※などのハー
ブ入りのオイル。やってくる憂鬱DAYS
に、下腹部を保湿しましょう。クルクルと
マッサージしながら温めて。HAPPYに
過ごせる、おまじない。
※トルメンチラ根エキス（保湿成分）

毎月のどんよりDAYS に！
下腹部に ON

5DAY OIL
30mL ／ ¥3,600+ 税 ★ 

めぐりやスッキリに着目し、パワーのある
植物オイルをブレンド。ハーブの香りに
包まれながらボディをマッサージすれば、
めぐりがよくなりポカポカすっきりが実感
できます。同時に肌にハリと柔らかさも
アップ。

ボディをすっきり引き締め
実力派オイル

ボディリファイニングオイル
150mL ／ ¥5,000+ 税 ★ 

バランスを崩しやすい女性のバスタイムに。
良質なモンゴルの岩塩に、クラリセージ、
ゼラニウム、サイプレス、ユズといった、女性
の気持ちに寄り添う精油をプラス。香りに
包まれながら温まり、全身ほぐせばスッキリ！

ゆらぎやすい女性に
充実したバスタイムを

アロマ ソルト　フォー バランス
300g ／ ¥2,000+ 税 ★ 

ポリフェノールやアミノ酸など、栄養を豊富
に含むといわれるマカ。疲れながらも毎日が
んばるあなたをサポートし、バランスを整え
ます。飲みやすいカプセルタイプで、仕事先
でもお出かけ先でも手軽にチャージして。

がんばる毎日を応援
栄養補いバランスサポート

ブラックマカ カプセル
90 粒／ ¥4,000+ 税 ★ 

長時間のデスクワークや立ち仕事、スポー
ツなどで酷使したボディのマッサージに。
アルニカオイルの爽やかな香りで肌を包み
込み、活動的な1日を終えた体をいたわって。
ほぐした後は、温まって落ち着きます。

肩・腰・脚もスッキリ
マッサージでめぐる　

アルニカ マッサージオイル
100mL ／ ¥2,000+ 税 ★ 

Pantyliners
Organics♥

パンティライナーズ オーガニクス♥

F organics
エッフェオーガニック

美人研究所
ビジンケンキュウジョ

HERBORISTERIE
エルボリステリア

WELEDA
ヴェレダ

ARGITAL
アルジタル

do organic
ドゥーオーガニック

Sunfood
SUPERFOODS

サンフードスーパーフーズ

Dr.hauchka
ドクターハウシュカ

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
限定ブランド

ケミカルナプキンにはない、柔らかさと温
かさを感じられるパンティーライナー。
100％オーガニックコットン、無染色と
無化学薬品にこだわっています。布ナプ
キンデビューを迷っている方にもおすすめ。

100％オーガニックライナー
温もりを体感して

温活キット 
2 点セット ¥2,400+ 税 ★ 

11/1（木）発売

コスメキッチン
メイクアップキッチン

限定発売
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Organic&Vegan Protein
from Sunfood SUPERFOODS from WELEDA

Winter Skincare Items
Close Up Brand WELEDAClose Up Brand Sunfood SUPERFOODS

ゴマ油※1、ホホバオイル※2といった植物
オイルで、メイクをきちんとオフ。キー
成分・ハマメリス※3が、肌を引き締め整
えます。しっとり仕上がるので、秋冬の
メイク落としにぴったり！　　
※1 保湿成分　※2 ホホバ種子油（保湿成分）　
※3 ハマメリス水（保湿成分）

キメ整え透明感UP！
植物オイルでメイクオフ

モイスチャークレンジングミルク
100mL ／ ¥3,000+ 税 ★ 

野菜不足が気になる方のダイエット
とキレイをサポート。フィトケミカル
の力を感じられる12種のオーガニッ
ク植物、乳酸菌と酵素、ライスプロテ
インで、メリハリを目指します。朝の
一杯にもおすすめ。

野菜不足が気になる方の
ダイエットに　

スーパーグリーンズ＆プロテイン
227g ／ ¥4,500+ 税 ★ 

美味しいチョコレートシェイクで栄養
を補い、ダイエットを応援。食べ過
ぎや間食の誘惑から卒業できるでし
ょう。カカオやキャロブ、マカ、ライス
プロテインなど、栄養たっぷりの有機
素材12種類のブレンドです。

美味しく飲むだけで
間食と食べ過ぎに勝利

オーガニック チョコレート 
スーパーフード スムージーミックス 
227g ／ ¥4,000+ 税 ★ 

環境、年齢、さまざまな変化の影響
を受ける肌。ワイルドローズ※1を
はじめとした植物由来エキスと植
物オイルで、エイジング※2やゆら
ぎに立ち向かうケアができる乳液。
べたつかず、よくなじみます。
※1 モスカータバラ葉エキス（保湿成分）
※2 ハリ・ツヤ不足

ゆらがず変化に対応
べたつかず満ちた肌に

ワイルドローズ
モイスチャーミルク
70mL ／ ¥3,800+ 税 ★ 

過酷な環境でも繁殖する、ワイルド
ローズ※の力を感じられる化粧水。
まるで美容液のような濃密な潤い
で、季節の変わり目などにゆらぎ
やすい肌、乾燥が気になる肌もイ
キイキ！
※モスカータバラ葉エキス（保湿成分）

ゆらぎ・乾燥肌に働きかけ
しっとりハリUP

ワイルドローズ
モイスチャーローション
100mL ／ ¥3,800+ 税 ★ 

健康と美容をサポートするスーパーフードを揃えた人気ブランド Sunfood SUPERFOODS。
今期は特に多くの人に不足しているといわれる、プロテイン（たんぱく質）に注目。

プロテインは体のあらゆる部分を作り出すとても大事な要素です。
サンフードのヴィーガンでオーガニックなプロテインで効率よく取り入れて。

1921 年、病院と製薬研究所から始まった WELEDA。創業以来、オーガニックコスメと
人智学にもとづく医薬品を扱う世界的な企業として発展し、現在では世界 50 か国で愛され続けています。

近年では、日本人のための設計でコスメが開発され、雑誌で数々のベストコスメ賞を受賞。
今回は、その中から今シーズン注目のアイテムをご紹介します！

New! New!

今だけ！
コスメキッチン

限定セット

新発売のモイスチャークレンジングミル
クと人気のワイルドローズモイスチャー
ローションの現品セットに、乳液と90年
以上の歴史のあるレスキュークリームス
キンフードのミニサイズ、可愛いスウェッ
トのポーチがついた今だけの特別セット。

注目アイテムで冬肌も安心
お得なセット

ワイルドローズ
コスメキッチン限定セット
¥6,800+ 税 ★ 

キット内容［ ワイルドローズモイスチャー
ローション100mL・20mL/モイスチャー
クレンジングミルク100mL/スキンフード
10mL/ワイルドローズモイスチャーミルク
20mL/オリジナルポーチ］

ロ ー ズ のうるお い 続く濃 密 保 湿

ワイルドローズ スキンケアシリーズ

Original
Pouch付き !

冬のインナーケアはしっかりプロテインをチャージ！
消化吸収もしやすい厳選された植物性プロテイン

人気のグリーンミックスプロテインや
チョコレートスムージーミックスより、
プロテインを強化。爽やかなベリー味
で、無理なくたんぱく質とスーパー
フード、酵素や乳酸菌までチャージ
可能。食事の置き換えやダイエット
サポートに。

たんぱく質強化型が登場
ベリー味でスッキリ

オーガニック スーパーシェイク ベリー
227g ／ ¥4,500+ 税 ★ 

12 月中旬発売

スイーツ感覚でプロテインを補給で
きる、嬉しいチョコレートシェイクパ
ウダー。ベリー味と同様、たんぱく質、
スーパーフード、酵素、乳酸菌と、体
が求めるものが詰まっています。ダ
イエットとキレイを目指す方を、美味
しくサポート！

チョコで高プロテイン習慣
美味しくキレイに

オーガニック スーパーシェイク
チョコレート
227g ／ ¥4,500+ 税 ★ 

12 月中旬発売

New!

日本限定処方

step1 もっちりクレンジング step2 濃密化粧水 step3 リッチ乳液

冬のおすすめレシピ

美容を司るプロテイン
（たんぱく質）
たんぱく質は、筋肉だけで
は なく、皮 膚 や 爪、髪、歯、
内 蔵、腱と体 の 大 部 分 を
作っている美 容と健 康に
欠かせない栄 養 素。現 代
女性の食生活に不足しがち
なたんぱく質を、アミノ酸の
バランスが良く、吸収がよい
サンフードの植物性プロテ
インで手軽に美味しく取り
入れて。

冬は人肌に温めたミルクや
豆乳、アーモンドミルクな
どで割るのも体も温まって
おすすめ。お気に入りの
組み合わせを探してみて。

What’s 
protein?
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