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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

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

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 10:00-21:30 /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

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

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

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

New Shop Open!

天王寺ミオ店 OPEN 11:00-21:00
天王寺MIO 本館２F

3.1 (fri)

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 （土・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

3.1 (fri) Renewal Open!

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

2.26 (tue) Renewal Open!

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

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
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「結婚生活は、長い会話である」という言葉がある。哲学者ニーチェの有名な "名言 "だけれど、そこには、2つの
意味が込められていると言われる。

結婚は、決して変化に富んだものではなく、2人でただ際限なく話をしている日々。時には退屈に感じたりする
こともあるのかもしれない。でもそれが結婚であると言う教え……。でももう１つは、"お互いを深く深く理解し
あった2人なら、いつまでも終わりのない会話を続けられるはずで、その会話こそが生きている上で最も尊い時間
である"というふうに、読み解く教え。

さて、どちらが真実だろう。実はその答えを見せてくれたのが、ヒュッゲと言う価値観だった。
様々な形の "幸せ調査 "で、圧倒的に上位を占めるのは北欧諸国。でもなぜ、北欧諸国の人々ばかりが申し分の
ない幸せを日々の中に感じることができるのか? 世界中が不思議に思ったが、そこで浮かび上がってきたの
が、「ヒュッゲ」と言う価値観、日常の何気ない瞬間にも幸せを感じる心であった。とりわけ家族や友人とのふだん
着のおしゃべり、その時間こそがヒュッゲであると言うのである。まさしく終わりのない長い長い会話を、幸せと
思えるかどうか？それが幸せの量を決めるということなのだ。

例えば、誰かと恋をして、デートを重ねる時、1分1秒を惜しむように夢中で会話をするのだろう。でもそれは、お
互いの魅力だったり、2人の共通点だったり、新しい関係を築くために必要な会話だったりするから、話題に事
欠かず話し続けるはずだけれど、でもある期間を過ぎると、まるでもう一生分の話をしてしまったように話題が
見つからなくなるのかもしれない。

でもきっと、それから先もずっとずっと話をし続けられる相手こそが " 運命の人"なのだろう。本当になんでもな
い日常の一コマに、なんでもない話題で、何時間でも話ができる。庭に咲いた花の話題で、飽きずに話し続け
られる。一緒に見た映画の話を呆れるほど長くできる。ニュースを見ながら、議論もできる。できるなら、話し
をしながら笑いあえる。そうした会話の全てがヒュッゲ。長い長い会話こそが、ヒュッゲなのだから。

いやパートナーに限らず、親しい間柄に限らず、初めて会った人でさえ、相手に好感をもち、相手のことを知りたい
と思う素直な気持ちがあれば、その会話は必ず幸せな時間になる。ヒュッゲになる。いや、それこそがヒュッゲだと
知った途端、会話の相手がいる幸せも含めて、会話がもたらす幸せってどういうものか、その瞬間瞬間が教えてく
れるはずなのだ。

たった1つの約束は、相手の目をまっすぐ見ること。それだけで魂が向き合い、良い会話ができるはずだから。
人と人とが言葉を交わす時間ほど、幸せなものはないと、心から思えるはずだから。

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

愛する人と何でもない話題で何時間も話ができる、
それがほのかな幸せ、ヒュッゲである。

〈 第二章 〉

Kaoru Saito’s Column

Hygge
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覆って幸せ、剥がして幸せ、まさにヒュッゲなマスク

今注目の的なのがオーガニック系のシートマスク。そもそも蒸しタオルなどで
顔をすっぽり覆うと、それだけで癒されるが、そこにオーガニックのホスピタリテ
ィーが加われば、これ以上の心地よさは無いはず。中でも素晴らしいのがファミ
ュが探し当てたドライバイオセルロース。肌に吸い付くようにフィットし30分つけ
ていても乾かない。角質層まで深深と潤いを送り込む。良いことずくめの素材
は、ココナッツ発酵エキスによる極細繊維を3D状に編み込んだもの。特にコス
メキッチン限定のハリ用(PF)は肌のハリ、ツヤを感じ、透明感用(RR)は肌が
透き通るよう。手応えがちょっと凄いのだ。マスク中も幸せ、剥がして幸せ、1
日中幸せ。何かある日、誰かと会う日のヒュッゲなマスクとして。

吸い付くように均一な膜を作ってくれる
不思議な潤い

バルサムとは、樹木が分泌する樹脂のこと。例えばバイオリン
やチェロの弓に使う松脂もその1種。弓の細かい毛にも密着
して束にする高い粘度とピタっと吸い付く力が特徴。高い
保湿力で渇きを癒す潤いの均一なフィルムを作ってくれる。
透き通るような香りも心地よく、リラックスしたい時のため、
いつもこれを持ち歩きたい。乾いた部分にも、毛穴が目立つ
ような部分にも、もちろん目元にも、唇にも、そして化粧下地に
も。優しいからどこにでも。肌がピンと整うように感じる、何と
も優しいエイジングケア*だ。
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06 07※★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。

" 自然な微笑み " をたたえる自分が出来上がったら、さあ外出！ 
今日1日をヒュッゲな時間にする美容。
毎日の暮らしの中に、自分を慈しみ、瞬時に幸せにする手段をたくさん常備しておくこと……それはひょっとすると、最も重要な美容なのかもしれない。
マスクをして、爪をお手入れして、ゆっくりと香りのお風呂に入って、自分の今日をオラクルカードで占ってあげる。そしてマスカラで、キラキラ輝くよう
な眼差しを作って、仕上がり……そんなふうに、自分自身を大切にしてあげられること、それ自体が美容のヒュッゲなのだと思う。またこれは、穏やかな
美しさを宿した自分づくりでもあるわけで、自然な微笑みをたたえる自分が出来上がったら、さぁ外出。誰とでも楽しく心穏やかに話せる、愛される自分
を作って玄関から送り出す、その心がけが " 自分の今日1日 " をヒュッゲな時間にするのだから。
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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

美容ジャーナリスト齋藤薫の“引き寄せ”コスメ

愛される香りはバスタイム、
私自身を酔わせるために

コスメキッチンで話題！復活が待たれたブロッ
サム ロールオンが、バスソルトとともに待望の
再デビュー。甘すぎないのに人をうっとり酔わ
せる清らかな女らしさは、まさしく愛される香
り。でも死海の塩による発汗作用を持つバスソ
ルトは自分を酔わせるためにも使ってほしい。
そもそもモテる香りは老若男女を問わず全方
位を幸せにする香り。その天才的な芳しさがバ
スルームを満たした時、どれほどときめくのか、
想像してみて欲しいのだ。より滑らかになるお
湯が、お風呂上がりの肌を輝かせてくれるはず。

人を清らかにする、ひと吹きのヒュッゲ。
ザ・プロダクトから待望のドライシャンプー誕生!

ミストには、もともと人を心地よくする不思議なパワーが宿っ
ている。霧状の細かい水滴からはそれだけでマイナスイオンが
発生するから。
ヘアワックスで絶大な人気を誇るプロダクトから、頭皮や髪だ
けでなく、ボディーまですっきりさせるミストが誕生、ドライシ
ャンプーの役割を果たす清浄効果が身体を浄化してくれるよ
う。ペパーミンのひんやり感がありながら、ダマスクローズ蒸
留水の保湿効果と植物由来のアルコールが皮脂を包み込むよ
うに浮かせて、スッキリさせてくれる。まさしく、人を清らかに
するひと吹きのヒュッゲ。一家に1本は常備しておきたいもの。

ブロッサム バスソルト
285g ／ ¥2,800+ 税 ★

SHIGETA1

ドライシャンプー
115mL ／ ¥1,500+ 税 ★

The product2

天使をいつもそばに置いておく、
心のお守りカード

こんな時に、自分で自分を占うためのカードが
あったら……そう思う瞬間はきっと少なくない
のだろう。日々の心の乱れや不安を自ら解消
することができたら、人はとても穏やかな人生
を送れるはず。人はどうしても悩みを育てて
しまいがち、でも本来その都度解決すべきも
の、心の中に貯めていってはいけないもの。
だからこそオラクルカード。思い悩んだ時や、
迷いがある時、どうしたらいい? と唱えながら
1枚のカードを引いてみる。愛らしいエンジェル
たちが、 心に潜んだ答えを見せてくれるだろう。
だからずっとそばに置いておきたい、お守り
カード。家族に友達、大切な人も、ぜひ占って
あげて。 

マジカルフェアリー オラクルカード
¥3,000+ 税 ★

LIGHT WORKS4
ローズバルサム　15mL ／ ¥2,400+ 税 ★

MARTINA5

ドリームグロウマスク(RR・PF)　30mL×６枚入／ ¥4,200+ 税 ★

FEMMUE6

頭の上でひと吹き。
アロマな香りが降りてくる

気持ちを切り替えたい時、あなたは何をするだろう。まず
は、大げさに考えないで。ネガティブな気持ちになった時、
ほんの少しでも心の向きを変えられればいいのだから。
たぶんそれだけで楽になる。叶えてくれるのがこのアロマ
スプレー。例えばカーム バランシングスプレーは、ワーカ
ホリック、つまり仕事をしすぎでリラックスしたい時にぜ
ひとも使って欲しい。頭の上でふわっとスプレーするだ
け。シャワーのように空気に乗って降りてくるアロマの香り
は、文字通り心をカームダウンしつつリフレッシュ、新し
いエネルギーも届けてくれる。常備すれば心は晴れやか、
ヒュッゲなスプレーと言えるだろう。

カーム バランシングスプレー
50mL ／ ¥1,600+ 税 ★

3 PERFECT POTION

潤いを与えたい目元にも心優しい"
つけまつ毛効果 "があった

現代女性の目元はストレスフルと言われるの
に、それに加えてアイメイク。だからひょっと
するとマスカラさえ重く感じる日もあるかもし
れない。それでも長く濃いまつ毛を諦められ
ないジレンマに、ぴったりのマスカラが現れた。
マスカラとしてのメイク効果は何１つ諦めず、
日中の肌への優しさまでを考えたナチュラ
ル設計。ウチワサボテンオイル*1とフラワーエ
キス*2が、マスカラ処方の概念を変えてしまっ
たと思う。 その一方で、目が合ったら視線を反
らせなくなる印象的な目力仕上げ。扇形に広
がるインパクトに優しい温かみを加えたいなら、
ぜひ03番バーガンディーを。

つらい時ほど
香り高きネイルのヒュッゲが届く？

女は自分の爪を、慈しみ、彩り、1日に何度
も眺めてはうっとりする。むしろ忙しい時ほど、
ネイルケアすると心が落ち着く。女にとって
ネイルは特別な意味を持っているのだろう。
だから、香り付きのオイルはネイルケアを
さらには完璧な時間にしてくれた。そして
ブームの立役者ウカから、限定で発売され
たのが、ずばり"ヒュッゲ"という名の芳しき
オイル。イランイランにローズ、オレンジシナ
モンなどの精油をブレンドした、オーガニック
ラグジュアリーな香りが秀逸。ボディーのマッ
サージやリップにも使えるし、そのままコロン
としても。清潔な香り立ちが美しい。

ロングラッシュマスカラ 03
¥2,800+ 税 ★

to/one8

～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］

ネイルオイル　ヒュッゲ
5mL ／ ¥3,800+ 税 ★

uka7

コスメキッチン
先行発売

*年齢に応じたケア

*1 保湿成分  *2 芳香、保湿成分 整肌成分



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

Hair Beauty Care
Sleek and shine Beauti ful Hair

メイクできない髪は、肌以上に年齢を隠しづらい。髪の乾燥やパサつき、へたりを感じているなら、実年齢よりも上に見られている
かもしれません。肌は全体の保湿からアイゾーンケアまで手を施すように、ヘアだって頭皮から毛先までのお手入れが必要。

肌と頭皮は一繋ぎなので、ヘアケアに力を入れることで肌にうれしいハリを与える変化も期待できます。髪に自信と快適さをもたらすのは、
毎日のセルフケア。あなたの髪に必要なアイテムを CosmeKitchen で見つけて。

髪をいたわるビューティーケア

ビバリーヒルズのセレブを魅了して
きたトップスタイリスト、アーサー・ジョ
ヴァンニ。いち早く植物エキスの効
能に着目し、1979 年に＜ジョヴァン
ニ＞を設立。今年で 40周年を迎え、
全 米トップクラスのナチュラルヘア
ケアのパイオニアブランドとして世界
３０ヵ国以上で販売され、愛され続け
ています。

ジョヴァンニは
今年で誕生４０周年！

Acorelle
アコレル

o
オー

giovanni
ジョヴァンニ

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

uruotte
うるおって

fleur de
 fatima

フルールドファティマ

2/15（金）発売

マラケシュ バーム・カサブランカ バーム　45g ／各¥2,800 +税 ★

人気マルチバームから野宮真貴氏監修の香りが登場！映画で有名な “カサブラ
ンカ”を思わせる、上品で華やかな香りです。上質なアルガンオイル※をベースに
女性に嬉しいローズやゼラニウムなどの精油をブレンド。乾燥肌も滑らかしっとり！
※ アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

都会的な香りで魅了  モロッコの恵みで潤う

Hair Balm

オー・バーム　16g ／ ¥2,100 +税 ★

不要なものから解き放たれ “ゼロ”を目指す、肌も髪も整うマルチバーム。天然成分
100％で全身使用可。肌をしっとり保湿し柔らかくします。

肌を第１に考えた新世代の生バーム

Multi Balm

ナチュラルシャンプー　uruotte（エキゾチックフラワー）
260mL ／ ¥3,000 +税 ★

リンスなしでも髪にハリコシが生まれると人気のシャンプー。頭皮のことを考えた
シンプルケアを続けるほどに、自分の髪に惚れ惚れ。南国の花々や果物の精油
をブレンドしたコスメキッチン限定の香りに、皆うっとり。

リンスなしで潤う髪に  うっとり南国の香り

Shampoo

3/15（金）発売

ヘアオイルミスト ジャスミン＆オレンジ　100mL ／ ¥2,800 +税 ★

カランジャオイル※などのパワーで、髪にうるおいを与えて外的刺激から保護。
植物由来のアミノ酸がしなやかさとツヤを与え、理想的な髪に整えます。ジャス
ミン、オレンジ、バニラの香りでハッピーな時間に。 
※ クロヨナ種子油（保湿成分）

春夏のお出かけに 髪を保護する華やかミスト

Hair Mist

シャイニーヘアワックス　チェリーブロッサム　
45g ／ ¥1,980 +税 ★

肌のことを考えた、全身に使えるマルチワック
ス。プロ仕様のヘアワックスなので、髪のハネ
やくせを抑えながら理想のスタイリングが可能
に。保湿力も兼ね揃え、髪を整えると同時に指
先の保湿も。肌や頭皮にも使って。

肌に嬉しいワックス
仕上がりはサロン級に

3/20（水）発売

Hair Wax

マグネティック ヘアワックス
57g ／ ¥2,800 +税 ★

プラスの電荷をもつというミネラル・マグネタイ
トを練りこんだヘアワックス。マイナスの電荷は、
静電気だけでなく切れ毛やごわつきなどを招く
要因。スタイリングしながら、マイナスに傾きや
すい現代人の髪に立ち向かいます。

静電気やダメージの原因
“帯電” ケアワックス

2/15（金）発売

Hair Wax

パドルブラシ　¥2,480 +税 ★

ブラッシングのマッサージ効果で、頭皮
の血行がアップ。シャンプー前には、絡
まりをほどきながら汚れや皮脂を浮か
せます。さらに必要な皮脂が頭皮から
毛先に行き届き、ツヤのある指どおりの
よい髪に。毎日の習慣にしたい。

ブラシで血行 UP
3 つのはたらきで頭皮も喜ぶ

3/20（水）発売

Hair Brush

ドライシャンプー＆ボリュームパウダー
50g ／ ¥2,300 +税 ★

髪のべたつきやへたりが目立つなら、これを
頭皮と髪の付け根になじませて。皮脂吸着機
能を持つ天然由来のパウダーとハーブエキス
で、頭皮を健やかに整えべたつきを抑えます。
入浴ができないときにも便利。

べたついてへたる髪も　
1日サラサラふんわり

2/15（金）発売

Dry Shampoo

コスメキッチン
先行
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草木が芽吹く春、メイクも花が咲き誇るような演出で気持ちを盛り上げたい。
一方で、花粉や皮脂量の変化、気温、環境の変化など、トラブル要因も多いシーズン。

ベースメイクには、肌をガードしながらスキンケアまでできる力を求めたい。ワクワクするような彩りと、
理想の肌質を作り上げるアイテムを備えれば、一歩踏み出す勇気や希望に満ちた表情が溢れてくるはず。

うららかな春の訪れに胸を躍らせて

rms beauty
アールエムエス ビューティー

to / one
トーン

ONLY MINERALS
オンリーミネラル

m.m.m.
ムー

MiMC
エムアイエムシー

Spring has come !

MAKE  UP  ITEMS

メイクアップ
キッチン

先行発売

メイクアップ
キッチン

先行発売

メイクアップ
キッチン

先行発売

メイクアップ
キッチン

先行発売

2/6（水）発売

2/6（水）発売

長井氏監修アイテム。目元、チーク、リップとマ
ルチに使えるカラーです。好感度が高まりそう
なアプリコットをまとえば、誰からも愛されそう！
指やブラシでなじませて、ミネラルならではの
輝きや発色を楽しんで。

好感度カラーで愛される　
リップやチークにも

ミネラルピグメント（全 6 色）
0.5g ／各 ¥1,800+ 税 ★ 

ツヤ、カラー、ニュアンスがすべてちょうどい
い洗練されたアイカラー。肌になじんで自然
な奥行きを生み出し、印象的に見せます。
軽いつけ心地と成分設計が目元に嬉しく、
メイクにストレスを感じなくなりそう。

程よいツヤで垢抜ける
目元いたわるカラー

アイライトクッション（全３色） 
2.5g ／各 ¥3,200+ 税 ★ 

“M” が意味するのはマジック。月明かりの
ようなセミマットの光はソフトな光沢感を演
出し表情もイキイキ！頬骨や鼻根につけて立
体感を出したり、瞼の中心にのせて瞳に輝
きを与えたり、表情を豊かにしてくれます。

春の光のマジックで
輝きと自信溢れる表情に

M ルミナイザー
5mL ／ ¥4,900+ 税 ★ 

パッションピンクとボルドーブラウンの
2 色で、誰もが綺麗になる、恋をして
いるような表情に。肌のトーンを美しく
見せる効果も。ハリと輝きをもたらす
フルーツオイルを使い、デリケートな
瞼をケアしながらメイクを楽しめます。

恋する表情生まれる　
女性の魅力が溢れ出す

ビオモイスチュア シャドー
24 ハートチャクラ　¥3,800+ 税

イエローベースに合うピーチ系と、ブルー
ベース向けの青みピンクの 2 色。イキイキし
た 05 か透明感を引き出す 06 か、なりたい
イメージで選ぶのも楽しい！フルーツオイ
ルで唇をいたわりながら、UVもしっかりカッ

肌色で選んで失敗なし
ピンクで美しさ急上昇

ミネラルカラーリップ　SPF20 PA++ 
（05ピンクロータス・06ブルーミングピンク）　
2.3g ／各 ¥3,500+ 税 

2018年2月のデビューから1年でビューティーアワード12冠 達 成！
to/oneは、目に見える美しさだけでなく、素肌や心の美しさも引き出す、
コスメキッッチンから誕生したナチュラル＆オーガニック メイクアップブ
ランド。モロッコの砂漠を生き抜くウチワサボテンのオイルと、美しく咲く
花々のエッセンスを惜しみなく配合。あなた本来の美しさが、開花します。

01 02 03 04 05

チップ部分

EX01 EX02

New!
触れると柔らかい花びらのように、花びらの上で踊る光のよ
うに、目元にやさしさと輝きをまとえるアイシャドウ。みずみ
ずしいリキッドで、フレッシュな表情も生み出します。すっと
伸びて密着し、つけ心地も軽やか。

瞼に花を咲かせる
みずみずしい煌めきカラー

ペタル リキッド アイシャドウ（全５色）　各 ¥2,900+ 税 ★ 

1/25（金）発売

※コスメキッチンでは 2/15（金）発売

長さ、カール、ツヤ、まつげケアも叶える、妥協なしのマス
カラ。春カラーはパールを含んだ 2 色で、瞬きの度に輝く
オーラを感じさせます。パール入りブラックは上品で優し
い印象に。春服を引き立てる深いグリーンも外せません。

“妥協なし” のマスカラ
春限定カラー登場

ロング ラッシュ マスカラ（限定２色）
各 ¥2,800+ 税 ★ 

1/25（金）発売

※コスメキッチンでは 2/15（金）発売

01 02 03

NO1 YES! NO4 MAGICNO3 MORNING

05 06

2/15（金）発売

※コスメキッチンでは 3/1（金）発売

2 層になったバーム状のカラーが絶妙
に混ざり合い、内側から滲み出るよう
に自然に発色。マカデミア種子油 * で
潤いを与えながら、肌や唇にツヤをも
たらします。花のように美しい 3 色は、
どれも春に大活躍するはず！
※保湿成分

見た目も映えるバイカラー
絶妙 MIX で美発色

リップ＋チーク　クリームティント
（全３色）  7g ／各 ¥3,500+ 税 ★  

2/15（金）発売

※コスメキッチンでは 3/1（金）発売
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コスメキッチン
限定発売



 naturaglacé Spring New Color

春色のナチュラグラッセをまとって
Close Up Brand Close Up Brand

皮膚科学に基づき、ブランドのキー成分のひとつであるヒト型セラミドを軸に、確かなスキンケア力を備えるアイテムを手がける ETVOS。
メイクアップアーティスト・河北裕介氏とのコラボメイクアイテムたちは、どんな肌にもツヤを生み出し素肌の美しさを引き出すと大人気に。

何より難しいテクニックいらずで理想の仕上がりが叶うので、誰でも魔法のように美人度が上がってしまう。
ETVOS× 河北氏の手にかかれば、もっと自分を好きになれそう！

ETVOS Glowing skin for Spring

エトヴォスで魅せる春のツヤ肌

ウォーターベースで伸びがよく、軽くてみずみ
ずしいのが魅力。肌に均一にフィットし、天然
ミネラルで汗・皮脂によるメイク崩れを防ぎ
ます。植物由来成分が肌にうるおいを与え
て引き締め、毛穴やテカリで悩まない肌に！

みずみずしさと透明感
美人の条件を叶えるFD

ウォータリーファンデーション
SPF30 PA+++
（01ライトベージュ・02 ナチュラルベージュ）
30mL ／各 ¥3,600+ 税 ★ 

3/1（金）発売 ※春夏限定

デリケートな唇を、植物由来のオイル
とエキスでケア。唇を厚膜ジェルオイ
ルで包み込み、パックのようにうるおし
ます。おうちやナチュラルメイクの日に
使ったり、手持ちの口紅に重ねてニュ
アンスを楽しんで。

オイルパック級リップ
ぷるんぷるんの唇に

トリートメント リップオイル モア
（01ピーチ・02 オレンジ・03レッド）
7.3mL ／各 ¥3,000+ 税 ★ 

2/1（金）発売

テクニックいらずで、透明感のあるツヤ肌に。
紫外線から肌を守りながらも、潤いが続くので
すっぴんよりも快適。こちらで肌全体を整えた
あと、気になるアラだけコンシーラーで隠せば
ナチュラルながらも理想的な肌に。

透明感はこれで仕込む
ツヤ肌を作るUVベース

ミネラル UV グロウベース SPF37 PA+++
30g ／ ¥4,300+ 税 ★ 

濡れたようなツヤ、透明感、立体感を
生むアイカラー。目元を保湿ケアしな
がら、べたつかずにフィット。限定色
のピンクは、大人すぎず子どもすぎな
い絶妙な愛されカラーです。隠してい
た女性らしさを解放して、魅力アップ！

女性らしさ弾ける！
愛されツヤピンク

ソリッドアイカラー 限定色
（EX01ピンク・EX02 セピア）
3g ／各 ¥2,800+ 税 ★ 

2/1（金）発売

紫外線、ブルーライト、近赤外線から肌を
守るUV。潤いで満たしてキメを整えるスキン
ケア効果もあり、一日中心強い！自然にトーン
アップさせるので、ナチュラルメイクで過ご
す日はこれプラス仕上げパウダーでも。

3つの光と乾燥から守る　
頼れるUVベース

UVプロテクションベース
30mL ／ ¥3,200+ 税 ★  

肌にツヤが欲しい方はマスト。T ゾーンや頬、唇
の下にONして。光でシワやくすみを飛ばすので、
目元などの気になる部分にも○。ファンデの厚塗
りを防ぎ、ツヤっとした肌に見せます。肌ケア
成分もたっぷりだから、毎日使いたい！

仕上げにONで見違える
ツヤ肌の鉄板アイテム

ミネラルハイライトクリーム
4g ／ ¥3,500+ 税 ★ 

シミやニキビ跡向きのオークル、青クマに合うオ
レンジ、明るさを出すナチュラルの3つのベージュ
で、あらゆる肌悩みをカバー。持続型ビタミンC
誘導体※入りで、スキンケアできるのも魅力。
※テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（整肌成分）

美容成分入りが嬉しい
3 色で肌悩みカバー

ミネラルコンシーラーパレット SPF36 PA+++
3.1g ／ ¥4,500+ 税 ★ 

New!

01 02 03

01

02

EX01

EX02

顔の形や大きさに悩むなら、この 1 本に任せて。
難しいテクニック不要！「顔がここまでだったら…」
と思うラインを描き、パフや指で伸ばしてなじま
せるだけ。ミネラルと植物由来成分でできた、
低刺激処方※です。
※パッチテスト済（すべての方に肌トラブルが起こらないということ
ではありません）

誰でも小顔に！
これ1本で顔の大きさ調整

ミネラルローライトペン　1.4g ／ ¥3,500+ 税 ★ 
※生産数量限定

メイクアイテムなのに肌ケア力がすごいと、多くの人に支持されているナチュラグラッセ。
100％天然由来原料で植物の力を感じられる上、発色やツヤと透明感溢れる仕上がりは心が弾むほど！

2017年のフルリニューアルでさらにスキンケア力がアップ。ブルーライトカット※まで叶えました。
素肌に自信をもたらしながら、メイクの楽しさを教えてくれるナチュラグラッセ。今季の新色とマストアイテムは要チェックです！

※ベースメイクにおいて
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2019 春のメイク提案

柔らかさを纏う 春のペールメイク

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

Spring Pale

Cosme Kitchen SPRING MakeUp
How to tips for MakeUp

Eyes

自然由来素 材 90％のネイル。
70 年代のファッションシーンを
思わせるレトロピンクで、今まとっ
てもモードな仕上がりに。指先に
花を咲かせ、いつ見ても魅力的
なツイギーのように、ポップで
キュートな印象を手にして。

レトロでモードなピンク　
指先から可愛さ弾ける

Kure BAZAAR
ソーヴィンテージ
10mL ／ ¥2,300+ 税 ★

Nails

Li ps

Ch�ks

気分とともに恋愛運も高まりそう
な、スウィートピンクのグロス。保
湿感と透明感にすぐれ、ジュー
シーなぷるぷるリップに仕上がり
ます。べたつきが少なく、快適に
メイクを楽しめるのもポイント。

気分がグッと高まる！
スウィートグロス

to/one
ペタル エッセンス グロス 06
¥2,500+ 税 ★

2

春らしい穏やかなピンクのルー
ジュ。唇にスッと引いた瞬間、大人
の可愛らしさが。しっかり発色しな
がらも、植物のパワーで日中の唇
を保湿してケアします。程よいツヤ
感のあるセミマットタイプです。

可憐な春の花のような
キュートなピンク

to/one
ペタル エッセンス リップ 201
¥2,800+ 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＞

リップジェルで唇を潤わ
せた後、① 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
①を重ね、②を唇中央に
重ねる。

2.

［シークレット］
中央にグロスを重ねること
で、ぷっくりとした女性らし
い唇に仕上がります。

重ねる。

［シークレット］

＜付け方＞

① を 指 にとり頬 骨 に
沿って柔らかく横長に
ポンポンと馴染ませる。

1.

②をチークブラシにと
り、ブラシ全体によくな
じませた後、頬の高い
所にふわっと重ねる。

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!

長さ、カール、ツヤも叶えるブラック
マスカラで、縦も横もワイドな目元
に。目が合うと引き込まれるような、
印象的な表情を作ります。まつげの
根元から引き上げるように、左右に
ブラシを動かしながらなじませて。

ブラックで自信
上下完璧まつげで魅せる

3 to/one
ロング ラッシュ マスカラ 01
¥2,800+ 税 ★ 

もともと肌にある色を足すと、自
然となじんで肌を引き立てま
す。温かみのあるやさしい色合
いで、柔和な印象を与えるデュ
オカラー。手持ちのアイカラー
に重ねて、ニュアンスチェンジ
するのもおもしろい。

透明感と柔らかさ感じる　
肌がもつ 2 カラー

1 to/one
ペタルアイシャドウ 08
¥2,200+ 税 ★

春の草花を思わせるライムグ
リーン。新たなスタートを感じ
させるフレッシュさと輝きをま
ぶたにのせると、希望に満ちた
眼差しに。デリケートな目元を
ケアする植物由来成分がたっ
ぷり入っているのもうれしい。

生命力感じる若草カラーで
フレッシュに輝く　

2 to/one
ペタル アイシャドウ 06
¥2,200+ 税 ★

心が浮き立つこの春は、
爽やかなグリーンの目元にミルキーピンクの口元で
スプリングメイクを楽しみましょう。

春の訪れを知らせる柔らかな光が
心地よく肌を包み込む

▶気になるHOW TO は次のページで！

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

サッと広げるだけで、毛穴も
くすみもさりげなくカバー。透
明感溢れる肌に。ウチワサボ
テンオイル※とフラワーエキス
でケアし、うるおいに満ちた
ハリのある状態に導きます。
※オプンチアフィクスインジカ種子油（保湿成分）

デューイ モイスト コンシーラー
0.8g ／ ¥3,600+ 税 ★

様々な肌悩みもカバーする 3
色。気になる部分に合わせて
色をチョイスしたり混ぜたり
して、理想の肌に整えて。なめ
らかに伸びてフィットするから、
凹凸も自然にフラットに。

ルミナイザー 02
3g ／ ¥3,000+ 税 ★

ピンクゴールドのハイライター
は、春らしい穏やかで明るい
光をもたらします。ウチワサボ
テンオイル※とフラワーエキス
でハリツヤを与えながら、女性
らしく輝くオーラを放って。　
※オプンチアフィクスインジカ種子油（保湿成分）

デューイ モイスト ルースパウダー
17g ／ ¥3,800+ 税 ★

サラっとした粉雪のようなパウ
ダーで、キメ細かいなめらか肌
に仕上げます。パウダーながら
透明感は奪いにくく、輝く肌を
キープ。ナチュラルな色つき
なので、メイク直しにも重宝。

1 2 3 4

リップにもチークにも使
える便利アイテム。活躍
シーンの多いヌーディー
カラーです。透 明 感と
ツヤのある質感で、女性
らしさ UP！植 物 由 来
オイル＆エキスが デリ
ケートな唇や頬を保湿
ケアし、理想的な状態に。

色気をさりげなく
仕込む
重ねづけにも

誰にでも似合いやすい
コーラルピンク。ふんわ
りのせて、しっとり発色。
肌をいたわる植物由来
成分で、頬も喜ぶ設計
です。大人の表情にあど
けなさも覗かせるカラー
で、異性の視線を集め
そう。

日本人に似合う
ピンクで
ジュワッと血色感

to/one
ペタル リップアンドチーク 07
¥3,000+ 税 

1 to/one
ペタル チーク 06
¥3,200+ 税 

2

to/one 基本の４アイテムで作る！ツヤ肌ベースメークBasic Step

a

a
b

＜付け方＞

［シークレット］ペールグリーンのアイカラーは目の丸み
に沿ってアイホールをなぞるようにふわっと入れるのが
ポイント。目の丸さを強調することでキュートな雰囲気
になります。

① a を細めのブラシまたはチップで
目のキワから二重の内側部分を囲む
様に入れ、下まぶたの目尻側 1/3
にも柔らかくぼかすように入れる。

1.

2. ②a を目の丸みに沿ってアイホー
ル全体にふわっと入れ、チップま
たは細めのブラシで下まぶた目頭
側 2/3 にも柔らかく入れる。

3. ①と②でいれたアイシャドウの間を
ぼかすように②b を指を使ってポン
ポンと置くようにして入れます。

4. ビューラーでまつ毛をしっかり上げ
たら③を上下に塗り、乾いたら上ま
つ毛の中央から目尻部分と下まつ
毛の中央部分に重ね付けする。

①
目のキワから二重の内側部分を囲む
様に入れ、下まぶたの目尻側
にも柔らかくぼかすように入れる。

1.

2. ②
ル全体にふわっと入れ、チップま
たは細めのブラシで下まぶた目頭

にも柔らかくぼかすように入れる。

②

側 2/3 にも柔らかく入れる。

3. ①と②でいれたアイシャドウの間を
ぼかすように②b を指を使ってポン
ポンと置くようにして入れます。

4. ビューラーでまつ毛をしっかり上げ
たら③を上下に塗り、乾いたら上ま

側 2/3 にも柔らかく入れる。

①と②でいれたアイシャドウの間を

［シークレット］ペールグリーンのアイカラーは目の丸み

たら③を上下に塗り、乾いたら上ま
つ毛の中央から目尻部分と下まつ
毛の中央部分に重ね付けする。

ポンと置くようにして入れます。

4. ビューラーでまつ毛をしっかり上げ
たら③を上下に塗り、乾いたら上ま
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コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

BARAKA
バラカ

月の引力で潮の満ち引きが起こることは、教科書にも載っていること。
月が私たちの生活に影響を与えていることは確かなのです。月と人体の関係も、少しずつ研究で明らかになってきているそう。

今注目の “月美容” をいち早く始めれば、キレイを一歩リードできるかも！

月の満ち欠けに合わせた“月美容”のススメ

Lunar Beauty Care
by the Moon Cycle 

Organic
Charging Mist

オーガニックチャージングミスト

Dr. Hauschka
ドクターハウシュカ

SONNENTOR
ゾネントア

WELEDA
ヴェレダ

ARGITAL
アルジタル

THE 
AROMATHERAPY

COMPANY
アロマセラピーカンパニー

“ゼロ” になる新月の日は、ダイ
エットやリフレッシュを意味する
コスメで、すっきり整えて。

月のエネルギーが高まる時

新月

月が満ちていくときはチャージ
期。新月で生まれ変わった自分
に、たっぷり潤いや美容成分を
与えてハリツヤUP！

満ちる、吸収力が高まる時

上 弦 の月

吸収力が高まるとき。満月の日
はスペシャルケアをしたり、心を
落ち着かせリラックスタイムを楽
しんで。

活性パワー、吸収力が
最大限に高まる時

満月

月が欠けていくときは不要な角
質などをオフしたり、肌を引き締
めて整えるケアを。

溜め込んだものを
スッキリさせたい時

下 弦 の月

ChargeReset Special Care Refresh

昔から密接な繋がりがあると広く伝えられてきた女性と月の関係。月の満ち欠けの周期は約 29.5 日、
また、女性の月経周期やお肌のターンオーバーは約 28 日。そう、月の周期と月経周期はほぼ同じサイ
クルなのです。女性の身体のリズムに近い月の周期に寄り添った美容法を取り入れる事で、無理なく
美しく身体や心のバランスを保つ事ができると考えられています。

月と女性の密な関係 ?

オーストリア・チロル地方に昔から伝わる、
心と体を健やかに保つための“月のリズム
法”を基にブレンド。有機レモンバーム、有
機エルダーフラワーなど使った、ゆったりと過
ごしたい満月にぴったりのハーブティーです。

満月の日に落ち着ける
ほっこりする一杯

満月のお茶
20 袋入／ ¥900+ 税 ★ 

Special Care

肌にツヤがない方はマスト。Tゾーンや頬、唇
の下にONして。光でシワやくすみを飛ばす
ので、目元などの気になる部分にも。ファンデ
の厚塗りを防ぎ、ツルンとした肌に見せます。
肌ケア成分たっぷりだから、毎日使いたい！

フラワーエキス × 種子オイルで
届いて満ちる肌に

ハス花 ブースターセラム
34mL ／ ¥5,800+ 税 ★ 

Special Care

植物由来オイルと自然由来成分たっぷりの
クリーム状マスク。乾燥やハリ不足で悩むと
きも、しっとりふっくら状態に。チャージ期に
使えば、自然のリズムや天体の動きに合わせ
て栽培された植物のパワーを実感できそう。

チャージ期のおこもり美容
にうるおうハリ肌へ　

ハイドレイティングマスク
30mL ／ ¥6,800+ 税 ★ 

Charge

レモンティーツリーを使った、気持ちがオンに
なる保湿スプレーは、阿蘇さくらと併用して気
持ちにメリハリをつけるのもおすすめ。阿蘇さ
くらは、乾いた肌に潤いを与えながら、幸せ
を感じさせる香りがやさしく包み込みます。

肌もイキイキ
幸せ感じる一吹き

オーガニックチャージングミスト
（レモンティーツリー・河津さくら）
50mL ／各 ¥1,800+ 税 ★ 

Charge

保湿にすぐれた植物由来オイルをたっぷり
使ったミルククレンジング。皮脂やメイクに
すばやくなじみ、うるおいをキープしつつオフ
します。引き締め成分も入っているのでスッ
キリしたい時に最適。洗顔料としても。

毛穴汚れまでスッキリ！
うるおい感に驚き

モイスチャークレンジングミルク
100mL ／ ¥3,000+ 税 ★ 

Reset

心地よさを追求したミスト。ブラックオニキス
など3つのポジティブパワーストンを置いた
場所で、希少なネロリフラワーウォーター※

にラベンダーやベチバーなどの精油をブレ
ンド。ボディをリフレッシュさせます。
※保湿成分

体をリセット
心地よいネロリのミスト

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

Reset

2価の鉄イオンを豊富に含むといわれるグ
リーンクレイを使い、現代人が髪や頭皮に
溜め込みがちな汚れや余分な皮脂、いらない
ものをすっきり取り除きます。同時に植物
由来成分で頭皮と髪を包み込んでケア。

髪や頭皮の不要なものを　
吸着してオフ

ピュリファイングシャンプー
250mL ／ ¥2,700+ 税 ★ 

Refresh

3/3（日）発売 ※数量限定
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歯のエナメル質に影響のない天然由来成分 99％で作られた、ホワイトニング剤。
歯を漂白するのではなく、着色汚れを浮かせて除去。朝晩 10 分 ×1 週間の集中ケ
アで、見違える笑顔に。

ニューパール スターティング キット　¥7,900+ 税  

99％ナチュラル　エナメル守って白い歯に

ティーツリー葉油やカミツレ花油、クスノキ樹皮油などの精油をブレンド。爽やかな
グリーン調の香りをゆっくりと深く吸い込めば、すっきり快適なコンディションに整
うはず！　

グリーンブリーズ バスソルト　210ｇ／ ¥2,500+ 税★ 　
グリーンブリーズ マスクスプレー　30mL ／ ¥1,500+ 税★ 

すっきりハーブでリフレッシュ　香りの力を信じて

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

コスメキッチン
先行発売

注目の新商品は、春の気温の変化、花粉トラブル対策アイテムとバスタイム美容アイテム。
紫外線やムズムズなどの不快感、歯のホワイトニングまで、植物の力におまかせ！

たくましく生きる植物たちの知恵を借りると、彼らへのリスペクトが止まらなくなるでしょう。
バスソルトやスクラブ、ソープも、話題を呼びそうなアイテムばかり。ぜひ店頭で見つけて！

この春の最新コスメアイテムはこちら！

BRAND NEWS
Spring

Check out! Terracuore テラクオーレ

［ボディケア］

Gamila Secret ガミラシークレット

［ボディケア］

ObyF  オーバイエッフェ

［ヘアケア］

ONLY MINERALS オンリーミネラル

［メイク］

nahrin ナリン

［ボディケア］

amritara アムリターラ

［スキンケア］

WELEDA ヴェレダ

［ボディ＆スキンケア］

Nu Pearl ニューパール

［ティースホワイトニング］

giovanni ジョヴァンニ

［ヘア＆ボディケア］

giovanni ジョヴァンニ

［ヘア＆ボディケア］

2019

頭皮と髪を追求し、辿りついたのは多方面で “ゼロ” にすること。キーとなるのは
アルカリ還元イオン水、パワフルな新芽エキス、抗酸化成分※、精油 100％の香り。
土壌を整え植物を育むようなケアで、しっとり思い通りの髪へ。　※製品の抗酸化

モイストシャンプー　250mL ／ ¥2,800+ 税★
リペアトリートメント　250g ／ ¥3,300+ 税★

“ゼロ” にする　それが髪も頭皮も喜ぶこと
90 年以上のベストセラー・スキンフードから、リップバターが登場。スキンフードシ
リーズならではの頼れるハーブエキスと天然由来成分で、乾燥した唇を潤してケアし
ます。柔らかくふっくら整え、グロス級のツヤリップに。
スキンフード　リップバター　8mL ／ ¥1,200+ 税★ 

カサつく唇に潤いヴェール　グロス級のツヤ感

2/20（水）発売

紫外線だけでなく、ブルーライトや近赤外線の一部までもブロックするサンスクリーン
と、うるおいで満たしトーンアップする化粧水のセット。明るい肌を損なう要因にアプ
ローチし、誇れるブライトな肌を手にして。
オールライトサンスクリーンクリームキット　¥3,800+ 税★
［オールライトサンスクリーンクリーム SPF18 PA+　40ｇ／アマナツトーンアップウォータートライアル
サイズ　15ｍL］  

様 な々光と戦う　ブライト肌セット

コスメキッチン
限定発売

スイスの修道院に中世から伝わるハーブレシピをベースにしたブレンドアロマオイル。
ローズやイランイランを使った、上品ながら魅惑的な香り。いつでもどこでもまとえる
ロールオンタイプの登場です。
センシュアル　ロールオン　10mL ／ ¥2,300+ 税★ 

官能的な香りで女性度UP　お出かけ中にも

2/4（月）発売

唇を彩るだけの時代に終わりを告げ、色つきリップ美容液を選ぶ新感覚。潤いで満
たしてぷるんと弾む唇に。鮮やかな高発色カラー、ツヤと透明感が増すシアーカラー、
印象を変えるニュアンスカラーの 3 タイプ、計 8 色展開です。

ミネラルカラーセラム（全 8 色）　4g ／各 ¥2,500+ 税★ 　

色で選ぶミネラル美容液　ふっくら潤う唇に

大人気のボディスクラブがスヌーピーオリジナルパッケージで登場。甘いチョコレー
トの香りで包み込み、細かく滑らかにしたクルミの殻で古い角質をオフ。自然由来の
保湿成分でしっとりすべすべ、触れたくなる肌に。
スヌーピー限定パッケージ　シュガーボディスクラブ
260g ／ ¥2,600+ 税★ 

スヌーピーが可愛い！　潤うチョコレートスクラブ

※日本限定　※数量限定

人気のガミラのソープに、エイジングケア※1 にうれしいザクロの種子から採れるオ
イル※2 をプラス。美しく年齢を重ねたい肌を、洗いながら整えます。全身の洗浄だ
けでなく、泡パックや少量を削って入浴剤にも。　※1 年齢に応じたケア　※2 保湿成分

ガミラシークレット ザクロ　115g ／ ¥3,300+ 税★ 

美しく歳を重ねるために　ザクロのソープ

3/22（金）発売 ※数量限定

あらゆるダメージを受けたストレスフルな髪と頭皮を、花々のエキスとコーンシルク※で
理想的な状態に導きます。ツヤや滑らかさ、しっとり感が足りない髪は、花々のパワー
に託してみて。　※トウモロコシシルクエキス（保湿成分）

2chic ラグジュリアスシャンプー & コンディショナー　250mL ／各 ¥2,500+ 税★

ストレスフルな髪に　シルクのようなツヤを

※数量・期間限定
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頭皮ケアに ボリューム
アップ

ノーマル
ドライヘアにノーマルヘア

に

ノーマル
ドライヘアに

収納
ケース

do organic
 ドゥーオーガニック

P20 P21

Beauty Skin Items
Spring Skin Care

コスメキッチン
先行発売

MiMC
エムアイエムシー

chant a charm
チャントアチャーム

コスメキッチン
先行発売

毛穴が見えないハリツヤに満ちた理想の肌になるには、スペシャルケアに手を伸ばす前に、
肌を託しきれる基礎スキンケアアイテムを見つけること。

「これがないと！」と思えるアイテムになかなか出合えない方は、ご紹介するものを参考にして。
確たる独自の美容哲学や伝承技術があるブランドのスキンケアだから、肌も素直に言うことを聞いてくれそう。

基礎スキンケアでツヤ肌ベースを整える

独自の穀物保湿成分※1と米セラミド※2で、乾いた
肌もうるおうしっとり肌に。惜しまず使えるビッグ
ボトルで、朝晩たっぷり保湿して。
※1 加水分解コメヌカエキス、加水分解コメエキス、豆乳発酵液

（保湿成分）　※2 グルコシルセラミド（保湿成分）

頼れる保湿力
お得サイズで惜しまずチャージ

エクストラクト ローション モイスト BIG BOTTLE
200mL ／ ¥4,800+ 税 ★ 

BIG BOTTLE

※数量限定

支持率の高いクレンジングのビッグサイズが今年
も登場。スルッとメイクオフできるから、ストレス
フリー。ローズウォーター*を惜しみなく使ってい
るので、洗い上がりはしっとり。まつエクもOK!

するするメイク落とし
人気のビッグサイズ

クレンジング リキッド BIG BOTTLE
240mL ／ ¥3,800+税 ★ 

BIG BOTTLE

※数量限定

Heali Kiwi シャンプーバー
110g ／ ¥1,980+ 税 ★ 

Sweet&Spicy シャンプーバー
110g ／ ¥1,980+ 税 ★ 

Pinkalicious シャンプーバー
110g ／ ¥1,980+ 税 ★ 

Mintasy シャンプーバー
110g ／ ¥1,980+ 税 ★ 

The Guardian コンディショナーバー
60g ／ ¥2,100+ 税 ★ 

バーコンテナ（全2色）
各 ¥1,800+ 税 ★ 

ミルクタイプなのに、メイクになじむとオイル化。
汚れや古い角質を抱え込み、ぬるま湯で流すと
再びミルクになりしっとり保湿。魔法のように変化
して、きちんと洗いながらゆらぎ肌をケアします。
ラベンダーの香りも心地いい。

ゆらぎ肌のバリアを守る　
潤いクレンジング

クレンジングミルク バリア N
130mL ／ ¥2,500+税 ★ 

NEW

2 /1（金）発売

赤ちゃんでも敏感肌でも使える全身用UV。ハーブ
エキス※1やセラミド※2などの保湿成分で、デリケート
な肌をケアしながら厳しい紫外線から守ります。
ポンプタイプだから家族みんなで使いやすい。
※1オウゴンエキス（肌荒れ防止、保湿）、ゼニアオイ花エキス（保湿、
柔軟）、ムラサキバレンギクエキス、セイヨウノコギリソウエキス
※2コメヌカフィンゴ糖脂質（保湿成分）

全身UVカット
ハーブ※1とセラミド※2 で潤う

UVフェイス＆ボディプロテクター L
200mL ／ ¥5,000+ 税 ★ 

BIG BOTTLE

3/1（金）発売

最近ニュースでも話題のプラスチックフリー。その最先端を走るのが、ニュージーランド発の ethique（エティーク）。
ソープだけでなくシャンプーやボディーローションまで、全てのアイテムを固形化しているから驚き！

パッケージは 100％堆肥化する素材にこだわり、どこまでもエコ。
もちろん中身の成分も厳選されているので、全身で自然の恩恵を感じてみて。

自然への愛情がたっぷり!
エティークの固形ヘア＆スキンケアバー

背景にあるのは
環境にまつわる深刻な問題

シャンプー＆コンディショナーだけ
で世界各地で 80 億本のペットボト
ルが処分されています。

世界中でたったの12％のプラスチッ
クのみがリサイクルされています。

ごみ処理地や不適切な処分が原
因で、毎年 800 万トンのプラスチッ
クが海にたどり着きます。

世界的な研究に寄れば，9～10 割
の魚がマイクロプラスチックを摂取
しています。

2050 年までには海中には魚よりも
プラスチックが多くなるでしょう。

80億本
プラスチック

ボトル

12%
たったの

魚
9~10割

800万
トン

までに
2050

ethique（エティーク）は、市場で販売されている美容製品へ
の環境への影響に対する不満から2012 年に設立されたニュー
ジーランド発のブランド。不要な包装をなくし、シンプルで濃縮
された、持続可能かつ結果をもたらすヘア・スキンケア製品・・・
それはバー（固形石けん）。ボトルも、刺激の強い化学物質も
使用せず、高濃度の成分だけが豊富に詰め込まれています。
液体成分の成分の 80％は水。それならあなたのお風呂場で調
達できる水を製品から抜いてみてはどうかしら？

エティーク

濃縮された
シャンプーバーは
ボトル３本分に相当!

フルーツエキスや発酵成分、ハーブ由来
エキスが 溶け込んだ黄 色い化 粧 水。
すみずみまで濃厚なうるおいを届け、
みずみずしく整えます。皮脂のはたらき
を活かした、ノンオイル設計。日中の
乾燥などの外敵に負けない肌に。

黄色はパワーの証
肌が喜ぶ朝のチャージ

ビューティービオファイター
ピュアフルーティー S
125mL ／ ¥3,700+ 税 ★ 

RENEWAL

2/6（水）発売

エイジングケア※1にうれしいヒメフクロエキ
ス※2など、植物のパワーを美容液レベルで
入れたとろみのある美容水。コットンで肌
にのせることでパックしたかのように整い
ます。乾きが気になる方の強い味方です。
※1 年齢に応じたケア　※2 保湿成分

植物エキスが詰まった赤で
大人肌へアプローチ

ビューティービオファイター
プリンセスケア S
125mL ／ ¥5,000+ 税 ★ 

RENEWAL

2/6（水）発売

*ダマスクバラ花木（保湿成分）

コスメキッチン
先行発売
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Debut!

ダイアン ボヌール オーガニックは “ローズ＆ネロリ” と “ ベルガモット
& セージ” の 2 つの香りがあり、それぞれがシャンプー、トリート
メント、シグネチャーオイルの 3 種類を展開。きめ細やかな泡立ち
のシャンプーと上品で自然な香りが楽しめるトリートメント。シグネ
チャーオイルはアウトバストリートメント、スタイリング、ボディー
ケア、マッサージなど、マルチに使える優れものです。

泡立ち、香り立ち、洗い上がり、
オーガニックシャンプーもここまで進化した！

ダメージリペア
シャンプー &トリートメント

（Rose&Neroli）
400mL ／各¥2,300+税 ★ 

モイスト＆スムース
シャンプー &トリートメント
（Bergamot&Sage）

400mL ／各¥2,300+税 ★ 

シグネチャーオイル
（Rose&Neroli ／ Bergamot&Sage）

100mL ／各¥2,700+税 ★ 

３.１（fri）コスメキッチン・ビープル バイ コスメキッチン先行発売 !

髪と身体への優しさを追及した、まったく新しいシャンプー、トリートメント、シグネチャーオイルが
コスメキッチン、ビープルバイコスメキッチンにて先行発売！

フランス語で “幸せ” を意味する “ボヌール”。“作り手と使い手、それを販売する人、すべての人が幸せに”という想いが込められています。
原料の産地や栽培法を明確にし、オイルの成分を最大限に引き出す低温圧搾法にもこだわり、高品質かつ環境にも配慮した一品。

今までに経験したことのないような使い心地と仕上がりをぜひ、体感してみて。

オーガニック
ヘアケアの
進化版 !!

ホイップクリームのようなとてもキメ
の細かいもっちりした泡のシャン
プーは、洗いながらも保湿感を楽
しめました。トリートメントは吸い込
まれるようにさらっと馴染み、軽め
の仕上がりに。

コスメキッチン ルミネ新宿店
太田さん

ホイップクリームのような
きめ細かい泡

一度洗いでも、しっかりとした泡が
立ち、きしみにくく、からみにくい
ので、髪が長くてもストレスなく洗
う事ができます。乾燥やカラーで
傷んだ髪でも毛先までしっとりした
仕上がりです。女性らしいローズの
香りにもとてもリラックス出来ます。

コスメキッチン事業部 MD
大地さん

泡立ちがよく長い髪も
洗いやすい

シャンプーは泡立ちがきめ細かく滑らかで、ロングヘアでも絡まりにくい点
が嬉しい。トリートメントは髪にぐんぐん吸収して行く感覚。髪の 1 本 1 本が
潤いで守られ、扱いやすいしっとり感が続きます。カラーリングダメージ、
ヒートダメージが気になる方にもおすすめです。

コスメキッチン事業部　山本さん

ダメージをケアしてくれ、枝毛が減った気がします

シャンプーは泡立ちが良く、きめ細
かな泡がとても気持ちが良く、トリー
トメントは洗い流すとつるんとまとま
りも良かったです。すっきりとしたベ
ルガモットとセージの香りでまるで
スパにいるような気分になりました。

コスメキッチン OMOTESANDO 店
井上さん

香りでまるでスパに
いるような気分に

細かい泡が滑らかで洗いやすいで
す。仕上がりはしっとりまとまり、
重くなり過ぎないのでペタっとした
くない方にもおすすめ。ボトルも可
愛いので、自分用はもちろん、プレ
ゼントでも喜ばれると思います！

コスメキッチン 販売促進
木村さん

しっとりとした洗い上がりで
重くなりすぎない

シャンプーは泡立ちも良く使いやす
いです。トリートメントは軽いテク
スチャーですが、髪の量が多く・
乾燥した私の髪を自然とまとめてく
れました。洗い流す際は、キュー
ティクルが整って指通りも滑らか、
乾かした髪も自然なツヤがでます。

コスメキッチン 代官山店
永井さん

女性らしい優しい香りで
気分を上げてくれます！

泡立ちの良いシャンプーは、洗い
流すと柔らかくしっとりまとまりま
す。トリートメントは質感が重すぎ
ず、仕上がりも適度なふんわり感
をキープ。甘すぎないすっきりとし
たローズとネロリの香りがドライ
ヤー後もふんわりと漂います。

コスメキッチン バイヤーアシスタント
竹之下 さん　

これまでなかった
理想の使い心地に感動

シャンプーはカラーで傷んだ私の髪でもきしむことなく泡立ちも大変良い
です。ベルガモットとセージの香りが爽やかだけど大人の苦みがあり、香り
でリラックス出来ます。トリートメントはミルクのような質感で髪にサッとなじ
み、乾かした時に重さを一切感じないのにふわっとまとまる感じがありました。

コスメキッチン プレス　太古さん

髪が細い方やペタッとするのがお悩みの方にもオススメ

髪が乾燥しやすく広がりやすいた
め、普段からドライヤー前のヘアオ
イルは欠かせません。このオイル
はベタつかずに伸びが良く、少量
を濡れた髪に馴染ませてから乾か
すと、毛先のパサつきを抑えて髪
に自然なツヤを出してくれます。

コスメキッチン アトレ恵比寿店
関崎 さん

濡れた髪に馴染ませて
パサつき予防に

植物オイルのテクスチャーが軽く、
細くてボリュームが出ない髪質で
も、べたつかず気軽に使っていた
だけます。毛先は広がりやすいの
で、少し多めに取って、ウエットな
感じに仕上げると、毛先の流れが
綺麗に見えてオススメです。

コスメキッチン 渋谷ヒカリエシンクス店
松本 さん　

仕上げのスタイリングで
艶髪を演出

毛 量が 多く硬い髪 質の私でも、
このオイルを馴染ませてからドラ
イするだけでしっとりツヤツヤに！
翌日も潤いが続いて、コテで巻い
た後にスタイリング剤をつけなく
てもパサつく事無くうるツヤ感が
持続しました。

コスメキッチン 渋谷ヒカリエシンクス店
松木さん

しっとりツヤツヤな
仕上がり

ヘアオイルとしても、ほど良いウェット感とツヤを出してくれて優秀なので
すが、保湿したいときにボディにもお顔にも使えるところがとにかく便利！
旅行にも重宝します。

コスメキッチン プレスアシスタント　菅原さん

ほどよいウェット感とツヤが良い。全身にも使えて便利！

Rose&Neroli（DamageRepair)
紫外線の影響で発生する乾燥、ドライヤーやヘアカラーなどで
起きるダメージを深部から補修するダメージリペアシリーズ。

Bergamot&Sage (Moist&Smooth)
乾燥などでうねりがちな髪の芯に1 本 1 本水分補給しながら
指通りをスルスルにまとめるモイスト＆スムースシリーズ。

Cosme Kitchen Staff Recommend!

ここが良い!

ここが良い!

ここが良い!

ドイツの BDIHコスモスオーガニック認証を取得
Damage Repair

〈ダメージリペア〉

Moist&Smooth
〈モイスト＆スムース〉

Signature Oil
〈シグネチャーオイル〉

ダイアンボヌール オーガニック誕生！
生産者の顔が見える

3.1(fri) 先行発売
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New Baby Cosme
Sophie the Girafe

1961 年にフランスで誕生して以来、世界中で愛されているキリンのソフィー。
今やナチュラルライフを楽しむママの定番となったドール・キリンのソフィーから、

ECOCERT 認証のベビーコスメが誕生！

Bonjour!

フランス生まれの

ベビートイ

キリンのソフィー

コスメキッチン先行発売！
「キリンのソフィー」から生まれたECOCERT 認証のベビーコスメ

新生児とママはもちろん、敏感な大人肌のことも考えて設計されています。
キー成分は、希少な紅茶・オーガニックホワイトティーと、オーガニックラベンダーウォーター。肌をしっとり整え、

バリア機能が低下しがちな乾燥肌をサポート。フレンチシックで可愛いパッケージながら、とっても頼りになるコスメです。

2013 年、フランスで有名なキリンのソフィーにインスパイアされたフィンランドに住む 1 組の
夫婦が、自分たちの子供のことを想いながら、「地球にも肌にもやさしい」オーガニック
コスメを誕生させました。すべての商品は、99.3％以上ナチュラル。安心・安全をとことん
追求。お手入れを楽しくする、フレンチ・シックなデザインにもこだわりました。新生児か
らママ、敏感肌の大人まで。ナチュラルであることの心地よさと、ママの愛情がいっぱい詰まっ
た、オーガニック化粧品をお届けします。

2019年、ベビーをいたわるコスメシリーズがついに日本初上陸！

ギフトにも
ぴったり！

フランスで生まれたキリンのソフィーは、1961 年からずっと赤ちゃんに
愛され続け、フランス人はソフィーと一緒に育つといわれています。赤
ちゃんが持つと離さなくなるこのキリンには、実は色々な秘密が隠され
ています。赤ちゃんの手に握りやすい大きさと形、柔らかさ。押すとキ
ューキューとなる音も、なんとなく懐かしく優しい。その感触全てが、
赤ちゃんにはたまらなく魅力的にできています。

そして、世界中の数々の賞を受賞している実績ある安全性。 手触りと
香りがよいことで知られているマレーシア産の天然ゴムで作られ、赤ち
ゃんがなめても安心なように食用の塗料を使って丁寧に手作業で色づ
けされています。

日本を含む、70カ国以上で愛されているソフィー。スイスとの国境近く、
水と空気の美しいフランスの素敵な街で、今日も世界中の赤ちゃんと
遊ぶのを楽しみに待っています。

Bonjour! はじめまして。一緒にあそぼうよ。
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3 /1（金）発売

顔もボディも髪も、これ1本でいたわりなが
ら汚れや古い角質をきちんとオフ。コットン
エキス※が髪にうるおいを与えるので、あり
がちな絡まり悩みもフリーに。全身心地よく
洗ってバスタイムが楽しみに。
※ コットンエキス（コンディショニング成分）　

ベビーの洗浄はこれ 1 本
髪もスルスル滑らか

ベビー ヘア&ボディウォッシュ
200mL ／ ¥2,600+ 税 ★ 

Hair &Body Wash

3 /1（金）発売

粉吹くような肌をキー成分とハーブエキス
でケア。フラボノイドが豊富とされるカラン
ジャオイル※で、乾燥などの外部刺激に立ち
向かえる肌に。デリケートなオムツ周りも、
しっとりサラサラに整えます。
※ クロヨナ種子油（保湿成分）

乾燥した SOS 肌をケア
オムツ周りも快適

ベビー プロテクションクリーム
50mL ／ ¥2,700+ 税 ★ 

FACE &Body CREAM

3 /1（金）発売

キー成分に植物由来オイルをプラス。リッチ
なうるおいで満たすのに、軽いつけ心 地。
強い精油や合成香料は使っていないので、
顔にも気兼ねなく使えます。ベビーとコミュ
ニケーションを取りながら、マッサージする
ようになじませて。

肌もボディもみずみずしく　
柔らかしっとり

ベビー ボディローション
150mL ／ ¥2,700+ 税 ★ 

BODY LOTION

3 /1（金）発売

全身の保湿はもちろん、バスオイルやベビー
のマッサージ、プレママの妊娠中の保湿ケア
としても使えるオイル。コットンにとってやさし
く拭けば、メイクや汚れ、古い角質のオフにも。
1本持っておくと、家族みんなで重宝しそう。

便利なマルチオイル！
妊娠中の保湿ケアにも

ベビー オイル
200mL ／ ¥3,000+ 税 ★ 

BABY OIL

3 /1（金）発売

食事やよだれで拭くことが多い口周りや頬
は、乾燥しがち。キー成分にたっぷりの植
物由来オイルを入れたクリームで、朝晩しっ
かり保湿ケアを。伸びやすいテクスチャー
なので、動くベビーにもササっと塗れます。

頬や口周りも乾燥知らず
塗りやすい伸び感

ベビー フェイスクリーム
50mL ／ ¥2,700+ 税 ★ 

FACE CREAM

キューキュー 鳴く音、握りやすさ、
触り心地、柔らかさが、赤ちゃんの心
を掴みます。天然ゴムと食用塗料
でできておりママも安心。使い終え
たソフィーは、記念に取っておくの
がフランスママ流です。

赤ちゃんやみつき 
フレンチママの鉄板ドール

キリンのソフィー
¥2,800+ 税 ★ 

3 /1（金）発売

コスメキッチン限定・ 先行販売

3 /1（金）発売

ソフィーコスメの4アイテムを、お得に試せ
るキット。ボックスも可愛いので、出産祝い
などのギフトにもぴったり！ベビーとママの毎
日に、ソフィーが寄り添います。小さなサイズ
はバッグに入れやすく、旅行にも便利です。

［ベビー フェイスクリーム／ベビー ボディローション／
ベビー オイル／ベビー ヘア&ボディウォッシュ 
各20ｍL］

お得な4アイテムキット出産祝いにも　
ベビー スターターキット　¥2,500+ 税 ★ 

STARTER KIT
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