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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
広島パルコ本館 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

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
トキハ本店 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

天王寺ミオ店 OPEN 11:00-21:00 /Tel:06-6770-1313
天王寺MIO本館２F

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 10:00-21:00 /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

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

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 （土・日・祝 11:00-21:00）/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

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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3/26 to/oneタブロイド入稿

to/one 2019 Summer Collect ion 4.26 全国発売
トーン デューイ モイスト ルースパウダー EX01  〈数量限定〉 ¥ 2,500+tax
トーン ルミナイザー  EX01  〈数量限定〉 ¥ 3,000+tax

ナチュラル&オーガニック メイクアップブランド to/one   詳しくはこちらから@toonecosmetics  toonecosmetics.com
SHOP ［ フルラインナップ取り扱い ］Make↗Kitchen・CosmeKitchen OMOTESANDO / 全国CosmeKitchen・Biople by CosmeKitchen
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＜コスキチ＞

1位： フィンランド 2位： ノルウェー 3位： デンマーク 4位： アイスランド……国連が発表した『世界幸福度ラン
キング』である。「所得」「健康と寿命」「社会支援」「自由」「信頼」「寛容さ」により、ランク付けされたもので、北欧
諸国が上位を占めるのは毎年のこと。社会保障がずば抜けていることも大きいが、注目してほしいのが「寛容さ」
……幸せになる上で何より重要なものだと思うから。

実はこういう調査も各種あって、世界3大幸福度調査と言われるものは、それぞれ全く違うランキングを出して
いる。別の調査による1位は、ご存知「幸せの国ブータン」。また別の調査ではフィジーが1位である。ブータンに
は「国民幸福量=GNH」という基準があり、「伝統文化や環境に配慮し、モノを満たすのではなく心を満たせるか
どうか」を測るのだとか。一方フィジーには、「ケレケレ」という精神的な文化があり、これは"物でも事でも誰かと
分け合う、共有し合う"というもの。そして言うまでもなく北欧には「ヒュッゲ」がある。いずれも「寛容さ」を問うも
のなのだ。

寛容さ、あるいは寛大さ……広い心で、人の言動を受け入れること。他者の罪や欠点などをきびしく責めないこ
と……簡単なことでは無い。とりわけ"人を許す"って、難しい。怒りを抑えたり、不平不満を持たないって、本当の
意味で心が広くなければできないこと。不平不満を"言わない"のではなく、不平不満を"持たない"こと、そういう
心を持てたら、どんなに幸せだろう。人は寛容にさえなれば、あらゆることを幸せに感じることができるのだ。

言い換えればそれは、"いい人になること"。 そう、幸せになるために1番重要なのは、この"いい人になること"な
のかもしれない。でも私たちはともすると、このとても大切なことを忘れがち。幸せを求めるばかりで、自分を変
えようとしない。そこに幸せの落とし穴があるのではないかと思う。

自分自身が"いい人"になると、不思議にいろんなことが心地よく思えてくる。不平不満はもちろん、不愉快なこと
も減って、きっと悩みや苦しみ、悲しみさえもが消えていくのだろう。人を妬んだり、恨んだり、嫌ったりすること
もなくなり、極端な話、嫌いだった人をもどこかで好きになれそうな気がしてくる。こんなに簡単に、人生を好転
させる方法って他にあるだろうか？

そして、大切なのはここ。そういう風に"いい人"になることも含めてが、ヒュッゲなのだということ。"いい人"にな
りたくない人はいない。でも方法がわからない人はたくさんいる。だからこそ、ヒュッゲ。

当たり前の日常にも満足感を持ち、今持っているものを大切にし、ささいなことにも喜びを感じる心をクセにし
ていく……ヒュッゲこそがそのまま"いい"人を作るもっとも簡単なテクニック。だからすぐに気づくだろう。"いい
人"になると、たちまち幸せになれるって。

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

幸せになるいちばんの近道は、寛大になること。
だからヒュッゲな心をクセにする！

〈 第三章 〉

Kaoru Saito’s Column

Hygge
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08 09※★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。

過酷な夏を生き抜くヒュッゲもある。それこそがヒュッゲの精神なのだから。

北欧の夏の清 し々さを知っているだろうか？
日差しも空気も澄んでいる。あるもの全てがキラキラと輝いている。ちょうど春の訪れのように。多分それだけで幸せを感じられるのがヒュッゲと言う精
神なのだろう。でも日本の夏はとても過酷。季節という自然に負けてしまいそうなほど。だから、夏こそとっておきのオーガニックなモノたちで、心優しい
穏やかなコスメたちで、自分自身を癒してあげたい。夏には夏のヒュッゲがある。そもそもが厳しい冬を生きる国の、前向きな心が生んだのが、ヒュッゲ
なのだから。

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

美容ジャーナリスト齋藤薫の“引き寄せ”コスメ

オーガニックシャンプーの概念を塗り替えた、
これ以上望めないほどの、至れり尽くせり

天然素材へのこだわりのみならず、ここまで濃密な処
方を重ねたシャンプーは稀。これ以上望めないミネラ
ルバランスを持つアルカリ還元イオン水に、新芽が生ま
れ出る生命力を応用。スピルリナやクロロフィル、アス
タキサンチンなどの植物由来成分も配合。たっぷりの
濃縮泡に含まれたダイズタンパクが傷んだ髪を補修し
保湿してくれる。O（オー）と名付けられたのも、水（仏語：
水）のオーであり、環境の変化や、紫外線ダメージによ
るストレスフリーのゼロ。そして全身が浄化されるよう
な精油の香りが艶髪を包むのは、まさに1つのヒュッゲ。

シャンプーバーヒーリキウィ
110g ／ ¥1,980+ 税 ★
コンディショナーバーザガーディアン
60g ／ ¥2,100+ 税 ★

ethique7

顔に乗せて一眠り。世界一のパワスポから、力を借りて休
ませる。身も心も脳も！

酷使される目元、緊張含みの笑顔。女性の顔は疲れている。まずは美容の
前に、顔の凝りをとって充分に癒してあげたい。自然界の力を借りて……。
これは、世界一のパワースポットとされるヒマラヤ山脈で採取した岩塩と水
晶を贅沢に使用した、顔休息のための顔枕。水晶は心身に気を巡らせてく
れるから、第6チャクラ(額)働いて直感力が目を覚ます。また塩は、日本で
も盛り塩の慣習があるように、浄化の力があるからまさに無になれる。顔に
乗せて一眠り。こわばった筋肉がほぐれて本来の笑顔に戻れるはず。

なんと可愛いバーが登場、と思ったら……
プラスチックを排除したエシカルなシャンコン！

海を汚すマイクロプラスチックの問題は気になるけれど、コスメはエコに反す
るパッケージが多い？ そう感じていた人はきっと大喜び。モイスチャライザー
までを固形化してしまったのが、ニュージーランドの新ブランド、エティーク
創業者のブリアン・ウェスト氏は30代前半というから、エシカルな気持ちで
応援したい。しかも濡らして使うバータイプながら、品質は確か。シャンプー
は植物オイルが頭皮を潤しフケかゆみを抑え、コンディショナーは絡まないツ
ルツルの美髪へと仕上げてくれる。ライムの香りも爽やか！

夏ヒュッゲの主役はクレンジング、だから
ホットでクールなスパ風バームが嬉しい

汚れを落としながら、スペシャルなお手入れまで済んでしまうクレンジングで、
じっくり丁寧にお手入れする……夏のヒュッゲとして、真っ先に提案したいの
はそんな美容。だからこのバーム。じんわりと温かいバーム特有のホット感
がまるでフェイシャルしているような快楽マッサージを可能にしてくれる。肌
奥＊の老廃物や古い角質までをやさしくオフして、キメを整え、肌を引き締めて
くれるのは、まさにスパ感覚。月見草、ローズヒップ、アボカドなど、肌を深く
潤す＊植物オイルカクテルも嬉しい、韓国ナチュラルコスメ。
 ＊角質層まで

見た目のイキイキ感こそ、発酵ケアの醍醐味。
夏バテ知らず、夏美人の出来上がり

「飲む発酵ケア」も一つのブームとなり、何を選ぶべきかに悩む人も。そこで
注目したいのが、マクロビオティックの第一人者・久司道夫氏がレシピを開発
したこだわりの逸品。自然を丸ごと取り込むべく、野草や果物、穀物など86
種の素材を8年間、長期発酵させたもので、パワーが違う。ケイ素を含んだ
超軟水を使用し、各種酵素にアミノ酸、ミネラルなどもぎっしり。そのままでも、
ヨーグルトにかけても、炭酸割りも。1番の手ごたえは、生命感がきらめくよう
な、見た目のイキイキ感。夏バテ知らずの夏美人が出来上がる。

フェイスピロー　¥8,800+ 税 ★

HARMONITY6

ブライトニングフェイスマスク
1 枚入／ ¥800+ 税 ★、6 枚入／ ¥4,000+ 税 ★

F organics1

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 ★

ObyF2

気持ちまでスッキリ、肌までしっとり。
フレグランスみたいなエチケットケアがある

どうしたら猛暑の1日を快適に過ごせるか?
フランスから届いた新しい答えが、このミョウバン配合
のリフレッシュロールオン。天然香料（エッセンシャル
オイル）で、気になる汗のニオイをケアしながら、涼や
かな香りをまとうサマーフレグランスとしても、心までリ
フレッシュしてくれるから、きっと手放せなくなる。ハッ
とするほど大きなロールが、肌の上をしっとりなめらか
に滑るその心地よささえ、クセになりそう。選べる香り
は上質なボタニカル3種類。本当に清 し々い！

うっとりするほど美しい、
二層式のオールインワン・スキンケア！

ピンクの二層、カクテルのような美しい佇まいは、そ
れだけで心を穏やかにしてくれる時間に導く。なん
とこれ、フラワーエッセンスで人気のDTWが作った
初のスキンケア。化粧水、美容液、オイルと、一品三
役をこなしてくれるオイルエッセンスで、お手入れの
手間を省いたうえに、ときめきと安らぎの時間をくれ
るのだ。防腐剤や界面活性剤をオフし、油膜で肌を
保護し、水溶性と油溶性の成分を分類、新鮮にキー
プする。また実際、化粧品のこうした美しい佇まい
には、愛情や恋愛運を高める効果もあるのだとか！

自然界からエネルギーを借りる、
ツイギーの思いを形にしたヘア
パフュームは陽のエナジー

電力をより多く消費する美容室から、地球
へのリスペクトを形にすべきと、2018年す
べてを自然エネルギー稼働に切り替えた
TWIGGY。その思いを今度は、ヘア用のグ
ロス&パフュームという形に仕立てた。スタ
イリングの仕上げにスプレーすると、眩いほ
どのグロッシーな輝きと自然界から借りた
芳しい香りに髪を包みこまれるよう。これは
太陽から力をもらう、その第一弾。グレープ
フルーツ果皮・パルマローザ、ラベンダー
などの精油を使用し、明るく爽やかな残り
香としなやかな指通りまでが叶うはず。

はがした後の肌がハッとするほど
の透明感＊と、肌を引き締めるハリ
構築マスクがすごい

夏ヒュッゲのプログラムにぜひ加えて欲し
いのが、オーガニックマスク。肌を煌めか
せるようなブライトニング効果に加え、深
い深い潤いを優しいシートで丁寧に送り
込む。何をすれば、澄んだ艶肌が出来上
がるのか？ 吟味を重ねた処方で、ネロリ
やライスブライトを配合した高機能マスク
はあの手この手で明るい肌に導く。はがし
た後の肌がもうハッとするほどの透明感＊、
夏美人になるマスクだ。
＊肌を保湿し肌のキメが整った状態

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 ★

DTW9

過酷な夏を生き抜くヒュッゲもある。それこそがヒュッゲの精神なのだから。

～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］

～居心地が良い空間や時～居心地が良い空間や時間間「ヒュッゲ「ヒュッゲ」」を大切に過ごす～を大切に過ごす～

［ヒュッゲ］

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 ★

美人研究所8
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ビューティクレンジングバーム
50g ／ ¥4,800+ 税 ★

FEMMUE5

リフレッシュロールオン
（ワイルドローズ・ベルガモットロータス・
シトラスモリンガ）
50mL ／各 ¥1,450+ 税 ★

3 Acorelle

エピキュリアン　グロス＆パフューム　SUN　30mL ／ ¥4,200+ 税 

YUMEDREAMING4

顔に乗せて一眠り。世界一のパワスポから、力を借りて休

フェイスピロー

HARMONITY6

photo/Akitaka Baba
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Mother’s Day Gift Selection

ねぎらいの言葉が欲しい。ありがとうって、本当は言われたい。それが、母として主婦として休みなく働く女性の本音。毎日感謝を
伝えるのは難しいかもしれないけれど、母がふと笑顔になるギフトを年に 1 度くらい贈ってみませんか？　母の日アイテムは、母とし

て奮闘する自分へのご褒美にもおすすめ。数量限定アイテムが売り切れてしまう前に、早めにセレクトして。

毎日ありがとう　母の日ギフト

受け取る側が香りを選べる、アロマのプレゼント
の新形態が登場。アロマカードを受け取ったら、
オンライン上で自分好みに精油をブレンド出来る、
今まで中々無かった新サービス！星座別、チャー
ト式、専門家のおすすめなど、楽しく選べる方法
が用意されています。アロマカードにはメッセー
ジ欄もあり、贈る側も、受け取る側も、ワクワクす
る様なオンリーワンギフトです。

もらう側が香りを選ぶ
喜ばれるアロマのギフト

アロマカード（赤）、（白）、（茶）
¥3,500+ 税 ★（送料込み）

たっぷりのローズの香りに包まれる、贅
沢なハンドクリーム。つける度に女性ら
しさが高まるような香りです。植物オイ
ルやハーブエキス入りで、荒れがちな
母の手肌もしっとりすべすべに。つけた
瞬間にピュアな香りに包まれて。

癒される時間に
ローズのハンドクリーム

ローズ ハンドクリーム　
40mL ／ ¥2,900+ 税 ★

幾千ものローズの花びら果実から抽出したエ
キスを使った、今年だけの贅沢なミスト。水分
バランスを整えて、キメ細かな肌に導きます。
たっぷり使えるサイズだから、ローズの生命力
とみずみずしさを肌に存分に注ぎ込んで。

ローズのフラワーシャワーを
贅沢に浴びて
キメ細かな肌へ

ローズミスト バランシング Limited Edition 
200mL ／ ¥7,800+ 税 ★ 

MOTHER’S
DAY

5.12

シアバター* を中心とした成分で保湿ケア。
UV カット効果があるから、お出かけ前のハ
ンドケアはこれ 1 本で OK。リフレッシュさ
せてくれる、柑橘系の精油入りです。　　
＊シア脂（保湿成分）

外出前はこれ 1 本
UV ケアハンドクリーム

UV ケアハンドクリーム　シトラスソルベ
SPF8 ／ PA+
40g ／ ¥1,300+ 税 ★ 
※数量限定

紫外線ダメージの蓄積と年齢が気になる髪を、な
めらかでツヤのあるコンディションへ導くキット。
サラッとべたつかないセラムで、心地よく使えます。
毎日がんばり続けるお母さんに、自分をいたわる
きっかけをプレゼントして。

ほつれた髪にツヤを
セラムとブラシのセット

スムージングブラシキット 　¥3,700+ 税 ★
［パドルブラシミニ／フリッズビーゴーン 81mL］ 
※数量限定

ほとんどの女性が潤いを求めている
はず。ハリや弾力 * をもたらすエッ
フェのスキンケアを使って、鏡を見
て密かにほほ笑むお母さんを想像し
て。クレンジング、ローション、ミル
クのキットは、旅行などでも重宝さ
れます。
＊保湿効果による

エッフェの潤うキットで
母のキレイをサポート

トライアルミニセット　¥2,100+ 税 ★
［クリアクレンジングリキッド 30mL ／
モイスチャーローション 30mL ／
モイスチャーミルク 25mL］

Merci Maman!

ジュリーク

Jurlique

ジョヴァンニ

giovanni
ママバター

MAMABUTTERウェルネス ピ-ナッツ

Wellness PEANUTS

エッフェオーガニック

F organics
テラクオーレ

Terracuore

アロマプレ

AROMAPRE 

ローズとゼラニウムの女性らしい香り。植物
由来の保湿成分をたっぷり使い、べたつか
ずしっとりした手肌に整えます。天体のリズ
ムに合わせた、バイオダイナミック農法で作
られる植物たちのパワーを感じて。

女性らしい香りにうっとり　
べたつかず快適

ローズゼラニウム ハンドクリーム
35mL ／ ¥2,200+ 税 ★ 
※数量限定

Original Box!

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

スヌーピーが可愛い！　
香る日焼け止め

ナチュラル UV プロテクトクリーム
ウォータープルーフ
（オレンジ＆マンダリン・グレープフルーツ
＆ライム）
SPF32 ／ PA++
70g ／各 ¥2,000+ 税 ★ 
※数量限定

※数量限定

¥2,100+ 税 ★

（アロマオイル） （アロマストーン）

※数量限定

人気のスヌーピーの日焼け止め。キュー
トなパッケージはもらって嬉しい！ウォー
タープルーフの日焼け止めで、汗ばむ
季 節も安 心。甘いオレンジの香りと、
さっぱりしたグレープフルーツの香りか
ら選んで。
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giovanni
40th Anniversary

全米売り上げ No.1＊1 のヘアサロンブランド・ジョヴァンニが、今年で 40 周年を迎えます。
ビバリーヒルズでローンチして以来、愛され続けトップを走り続けることができるのは、確かなクオリティと仕上がりの満足度ゆえ。

コスメキッチンのヘアケア部門売り上げ No.1＊2 にも納得です。アニバーサリーイヤーの 2019 年は、数量限定アイテムが続々登場。
ジョヴァンニファンもまだトライしたことがない方も、ぜひ手に取ってみて。 

＊1 SPINS 調べ（2018 年 2 月） 　＊2 2018 年 1 月～ 12 月  コスメキッチン全店販売実績より 

ここでしか買えない限定アイテムが勢揃い

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］ パドルブラシ
¥2,480 +税 ★
ミニ　¥1,980 +税 ★

絶妙ピンでブラッシングしながらマッ
サージ。頭皮がイキイキ、毛先まで
必要な皮脂が行き届き、ツヤ髪に整
えます。シャンプー前のブラッシング
で汚れを浮かせてほつれをほどき、
根本からスッキリ洗い上げて。

ブラシ習慣でツヤ髪へ
頭皮もイキイキ

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 ★

髪を触るたびに落ち込んでしまう。そん
な乾燥したほつれ髪も、触れたくなるコン
ディションに導くヘアケアがビッグサイズ
で登場。惜しみなく使って、いち早くスト
レスフリーな髪を手に入れて。

乾いたほつれ髪に
ビッグボトルで徹底ケア

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

サロン級のスタイリングと全身の保湿を
叶えるワックス。オーガニック植物オイ
ルを使ったシンプルな成分設計で、髪
も肌もしっとり滑らかに仕上げます。サ
クラの甘く儚い香りにうっとり。

全身の保湿に使える
サクラ香るワックス

ソルトボディスクラブ　PEANUTS
260g ／ ¥2,600 +税 ★

キュートなスヌーピーが可愛い限定デザ
イン！ミント入りレモネードのフレッシュな
香りに満たされるボディスクラブです。
ミネラルたっぷりのソルトでやさしく古い
角質をオフして、ツルツルすべすべの肌
に仕上げます。

人気スクラブで肌つるん！
スヌーピーに癒されて

※数量限定

頭皮環境を整えるティーツリー＊のシャンプー＆コ
ンディショナーと、ほつれをケアしてツヤ髪に導く
ヘアセラムのセット。頭皮を健やかに保ち、指ど
おりがよくツヤのある髪に。 ＊ティーツリー葉油（保湿成分）

2019　頭皮ケアキット　¥4,800 + 税 ★
［ティーツリートリプルトリートメントシャンプー 250mL ／ティー
ツリートリプルトリートメントコンディショナー 250mL ／フリッズ
ビーゴーンスムージングヘアセラム 81mL］

頭皮に届けてケア
なめらかでツヤめく髪に

※数量限定6/20（木）発売

髪の水分量を整えて輝きを与えてくれる、シャン
プー、コンディショナー、セラムがセットになりま
した。紫外線が強く、髪が乾燥してパサパサにな
りやすいシーズンにおすすめ。トロピカルな香り
は夏の気分を盛り上げてくれます。

2019　紫外線ケアキット　¥5,900 + 税 ★
［2chic リリーブシャンプー 250mL ／ 2chic リリーブコンディショ
ナー 250mL／2chic リリーブソフト&スムーズヘアセラム 81mL］

紫外線が厳しい季節に　
パサつき解消セット

※数量限定6/20（木）発売

レモネードの香りの人気ソルトスクラブと、フィン
ランドで 28 億年前に生まれた天然石カレリアン
ソープストーンのカッサがキットに。古い角質を
オフして肌を引き締めるスクラブと高密度で優れ
た蓄熱性を持つカッサの効果で、理想のキュッと
したボディを目指せます。

レモネードボディケアキット（カッサ付き）　
¥3,500 + 税 ★
［ソルトボディスクラブ 260g］

理想のボディを目指す　
カッサ＆スクラブセット

※数量限定6/20（木）発売

2019  フリッズビーゴーン
スムージングセラム SNOOPY
81mL ／ ¥2,400 +税 ★

ツヤが欲しい髪に、ハーブエキス＊を詰
め込んだセラムを。しなやかでなめらか
なシルクのような髪に整います。サラッ
とべたつかず、快適にケアが可能。ス
ヌーピーデザインも嬉しい。
＊セイヨウイラクサエキス、カニナバラ果実エキス
（保湿成分）

ほつれやツヤのなさに　
スヌーピーの髪セラム

※数量限定5 月下旬発売

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

ビ
バリーヒルズ発ヘアケアブランド

※数量、期間限定（一部店舗を除く）
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Summer 
Make Up Items

夏の太陽に負けない輝きを、メイクで叶える。夏色で彩れば、誰だって主役級の表情が手に入る。さらに汗や皮脂とも仲良くできれ
ば、メイクはもっともっと楽しめる！　夏を満喫するためには、まずは夏肌のベースをつくる頼もしいアイテムと、オーラをまとえるサ

マーカラーの調達を。肌のキャンバスに夏色が弾けた瞬間から、あなたの夏が始まる。　

輝きまとう　サマーメイク

水分・油分のバランスの崩れは、さまざまな
肌トラブルの原因。メイクしながら水分保持
をサポートするこのリキッドFD は、角質層が
乾きがちな夏の肌にぴったりです！植物美容
エキスでみずみずしさをキープして。

皮脂バランス整う
みずみずしい FD

ミネラルリキッドリー ファンデーション
104 オークル　リフィル
SPF22 ／ PA++
13g ／ ¥5,500+ 税 

唇をアルガンオイル＊1 で保湿しながら、
リップトーンを整えるグロス。下地や仕
上げに便利です。クールな印象を作る
01はミント＊2 の爽快感を。温かみのあ
る 02 は、ショウガ＊3とトウガラシ＊4 の
力でリッププランパー効果も。
＊1アルガスピノサ核油（保湿成分）
＊2 セイヨウハッカ油（香料）
＊3ショウガ根エキス（保湿成分）
＊4トウガラシエキス（保湿成分）

唇のトーンを調整
リップメイクの幅が広がる

リップシャインベースコントロール
（01・02）
5g+5g ／各 ¥3,600+ 税 ★ 

太いペンシルと細いペンシルの2カラー
で、アイシャドウにもアイラインにもなる
アイテム。全色欲しくなるモードなカ
ラーのペンシルで、アイメイクがもっと
楽しくなりそう！

シャドウとラインが1本で！
モードなペンシル

スパークルシャドウペンシル DUO
（01・02・03）
0.45g+0.16g ／各 ¥3,600+ 税 ★ 

みずみずしくクリアなツヤをもたらし、
ブロンズゴールドで夏にふさわしい輝き
を放ちます。肌に溶けこむようになじむ
だけでなく、美容液仕様の設計でデリ
ケートな目元をケア。密着度が高いの
で、美しい仕上がりが長時間続きます。

ゴールドで夏の輝き
美容液レベルのアイカラー

ミネラルリキッドリー シャドー
05 ゴッデス
4.8mL ／ ¥3,300+ 税 

ビタミンC 誘導体を配合した、日焼けによる
シミ・そばかすを防ぐ美白＊美容液パウダー。
粉雪のようなパウダーが肌の凹凸をカバー
して美しく見せつつ、美白＊ケアします。メイ
クの仕上げや下地としてはもちろん、ノーメ
イクの日にも使って。
＊メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐこと

すっぴんでも
使いたい美白＊パウダー

美白ルースパウダー
C（クリアピンク）、D（クリアベージュ）
販売名：ナチュラルホワイトニングミネラルパウダーサンスクリーン
SPF50+ ／ PA++++
6g ／各 ¥6,300+ 税 ★

美容液成分でまつげをケアしながら楽
しめるマスカラ。成分と機能性の両方
を重視し、乾燥やダメージを受けたま
つげをいたわりながら、ロング、セパ
レート、カールキープを叶えます。待望
のブラウンで、フェミニンな印象に。

マスカラしながらまつげケア
ブラウンが仲間入り

トリートメントマスカラ（ブラウン）
7mL ／ ¥2,300+ 税 ★

植物美容成分をたっぷり入れて、内側
（角質層まで）から潤いで満たすクッ
ションFD。肌の呼吸を感じるような軽
いつけ心地ながら、ツヤと透明感が続き
ます。スポンジをスーパーファインモイ
スチャーミストで湿らせてからつけると、
さらに密着度アップ！

ふわっと軽やかなFDで
潤うツヤ肌に

エバーグロウクッション〔ファンデーション〕
ナチュラルベージュ・ライブベージュ
SPF23 ／ PA++
15g ／ ¥4,600+ 税 ★ 

皮脂や汗によるくすみを防ぎ、血色感を
高めるマーブルパウダー。オーガニック
植物オイル使用でメイク中も肌をケア。
お直しに使えば日焼け止めの塗り直しに
もなり、肌を徹底ガードできます。ダイヤ
モンドパウダー入りでツヤ肌に。

くすみを飛ばし血色アップ
UV カットも　

マーブルフェイスパウダー
シマーウォーム
SPF50+ ／ PA++++
10g ／ ¥4,500+ 税 ★ 

 to/one
トーン

MiMC
エムアイエムシー

FEMMUE
ファミュ

naturaglacé
ナチュラグラッセ

anelia natural
アネリア ナチュラル

ONLY MINERALS
オンリーミネラル

m.m.m
ムー

キメ細かな肌に見せるパウダー。ツヤ
感を高めた限定色で仕上げると、夏に
ふさわしいオーラが宿ります。メイク
の仕上げはもちろん、ほんのり色づく
のでメイク直しにも便利。ラベンダー
やベルガモットなどの爽やかな香り。

夏限定のツヤめくパウダー
メイク直しにも　

トーン デューイ モイスト
ルースパウダー EX01 
4g ／ ¥2,500+ 税 ★
※数量限定

イエローと大粒パールを入れて、夏らしいハ
イライターが誕生。内側から湧き出るエネル
ギーを感じさせます。高さを出して立体感を
生み出したり、ツヤ感をアップさせたり。ポイ
ントメイクに重ねても楽しい。

輝くマルチハイライター
イエローで夏を演出

トーン ルミナイザー EX01　¥3,000+ 税 ★ 
※数量限定

ふんわりとしたパウダーで、毛穴を目立
たなくさせながらツヤ肌に。紫外線だ
けでなく、ブルーライト、近赤外線も
カットしてくれるから太陽の下でもどこ
でもおすすめ。汗・皮脂で崩れるのを
防ぎ、サラッとした肌をキープします。

UV もブルーライトも！
汗・皮脂も気にならない

UV パウダーコンパクト
SPF50+ ／ PA++++
12g ／ ¥4,000+ 税 ★
※数量限定

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 ※数量限定



2019 夏のメイク提案

透明感溢れる夏のカラーメイク

アメリカ、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、広告ビジュアルなどを手掛け、そのグ
ローバルな活動経験で培われた独自の感性は、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、ビジュアル作品展やインスタレーション展
を発表するなど、アーティストとしても活動の場を広げている。

RYUJI
Make-up artist / Beauty Creator

a day of luster

Cosme Kitchen SUMMER MakeUp
How to tips for MakeUp

Eyes

今年の春夏らしいピスタチオグ
リーン。印象的なカラーを施して、
指先を見るたびに楽しい気分に！
夏のエネルギーも感じさせるトレ
ンドカラーは、今季大活躍しそう。

旬のピスタチオグリーンで
指先から楽しく

Kure BAZAAR　ピスタッシュ
10mL ／ ¥2,300+ 税 ★

Nails

Li ps

Ch�ks

透明感溢れる、とろんとしたイエ
ローグロス。ルージュにプラスす
れば、たちまち夏らしさや華やか
さが増します。べたつきが少なく、
保湿力は優秀。さまざまな色の
ルージュとの相性も楽しんで。

イエローをほんのり足し
て　夏に溶けこむ

to/one
ペタル エッセンス グロス 08
9g ／ ¥2,500+ 税 ★

2

透明感とツヤのあるオレンジルー
ジュで、唇を彩ると果実のようにフ
レッシュさが弾けます。とろけるよ
うになじみ、リップケア力にも満足。
みずみずしいつけ心地を体感して。

果実のようなフレッシュ
感　見惚れる唇に

to/one
ペタル エッセンス リップ 111
2g ／ ¥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 をブラシにとり、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を唇全体に重ねる。

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
るとにじまず綺麗に色が乗ります。

重ね、②を唇全体に重ねる。

［シークレット］

＜付け方＞

ペタルチークをチーク
ブラシにとり、ブラシ
全体によくなじませ、
頬骨を中心にふんわり
と楕円形に入れる。

［シークレット］
横長に入れることで大人っぽい印象の方もフレッシュ
で可愛い印象になります。

目元をやさしく見せるだけでなく、イエローやオレンジ
など夏らしいカラーとの相性もGOOD！ 0.1mmの極
細筆で、自在にラインが描けます。目元をいたわる植
物由来成分入りなのも嬉しい！

夏色と相性抜群のブラウンアイライナー

チップでまぶたにのせると、みずみ
ずしいのにピタッと密着。軽やかで
快適なリキッドアイシャドウです。
ベージュピンクは肌になじみ、浮か
ずに夏を演出します。周囲の注目を
浴びそうな、透明感のある目元に。

澄んだベージュがなじむ　
密着リキッド

長さもカールキープもツヤも叶えるマスカラ。
温かみのあるブラウンのまつげは、やさし
い目元を作ります。重ねづけするとボリュー
ムも生まれ、印象的な眼差しに。なめらか
にまつげを覆う、つけやすいマスカラです。

長さもカールもツヤも！　
やさしい眼差しに

イエローとゴールドのバイカラーアイ
シャドウ。パッと明るい目元に仕上が
ります。2色のバランスやつけ方を変
えることで、オールシーズンに対応
可能。夏はイエローを効かせて、エ
ナジーを感じさせる目元に。

目頭にONで夏っぽさ上昇
大人の煌めき

1 to/one
ペタル リキッド アイシャドウ 02
6g ／ ¥2,900+ 税 ★

4 to/one
ロング ラッシュ マスカラ 02
7g ／ ¥2,800+ 税 ★

3 to/one　リキッドアイライナー 02
0.5mL ／ ¥2,600+ 税 ★

2 to/one
ペタル アイシャドウ 03
1.8g ／ ¥2,200+ 税 ★

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 ★

どん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、夏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

肌の一部のようになじみ、ナチュラルにほ
てった表情を作るコーラルチーク。夏を満
喫しているイキイキ感、ヘルシーな印象を
生み出します。温かみのあるカラーと相性
がよく、可愛らしいイメージに。

ほてったような血色感　
夏を満喫する表情に

to/one ペタル チーク 05
2.8g ／ ¥3,200+ 税 ★ 

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
b

＜付け方＞

［シークレット］目頭にカラーを入れるこ
とで夏らしい POP な雰囲気が出せます。

① を指で上まぶた
アイホール全体に伸
ばし、② a を小さい
ブラシで目頭にふ
わっと入れる。

小さめのブラシまた
はチップで ② b を目
頭から下まぶた目尻
側に向かって重ね
入れる。

③ をまつ毛の隙間
を埋めるように目頭
から目尻に向かって
引き、目尻は気持ち
跳ね上げる。

ビューラーでまつ毛
をカールさせ、④ を
上下にたっぷりとつ
ける。

1.

2.

3.

4.

小さめのブラシまた
はチップ
頭から下まぶた目尻
側に向かって重ね
入れる。

2.

①
アイホール全体に伸
ばし、
ブラシで目頭にふ
わっと入れる。

1.

入れる。

③
を埋めるように目頭
から目尻に向かって
引き、目尻は気持ち
跳ね上げる。

ビューラーでまつ毛

3.

4.

入れる。

ビューラーでまつ毛
をカールさせ、
上下にたっぷりとつ
ける。

4.

跳ね上げる。

ビューラーでまつ毛4.

艶やかなベージュピンクの目元に、イエローゴールドの
爽やかなアクセントが輝くアイメイク。
フレッシュオレンジのリップをプラスして
とびっきりのサマーメイクを楽しみましょう。

輝き満ちた夏の日差しが
温かな彩りを放つ

気になるHOW TO は次のページで！

P18 P19

18 19※★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。

■CosmeKitchen Tabloid B5_Summer2019



エムアイエムシー

MiMC
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Summer Must Buy
More New Items to check!

夏はひと準備しておくと、圧倒的に過ごしやすくなる。強い日差し、止まらない汗、肌の不快感……。
開放されて心地よく美しく過ごしたい方に、知ってほしいアイテムが揃っています。

快適！ サマーアイテム バターのような UV。肌にじんわり角質層ま
で溶け込みます。汗・水に強く高 SPF 値な
のに、海洋生態系に有毒である成分を回避
することで海で使ってもサンゴが悲しまない
シンプル設計。カレンデュラ* などの肌をい
たわる成分入りで、スキンケア効果も期待で
きます。
＊トウキンセンカ花エキス（保湿成分）

汗・水に強いバター UV　
肌上で角質層まで溶け込む

サンスクリーンバター
SPF50+ 
28g ／ ¥1,800+ 税 ★ 

悩みがちなべたつきやテカリ。油分を
取りすぎると、角質層がカラカラに。そ
こで水分と油分をバランスよく補い、べ
たつきやテカリの気にならない、みずみ
ずしい肌を目指しましょう。化粧水と美
容オイルが 1つになったオイル inミス
トで、心地よくケアをして。

水分・油分バランス整え
べたつきテカリを解消

リフレッシュエッセンスミスト
60mL ／ ¥2,500+ 税 ★ 

デリケートな唇は、潤いと紫外線対策を忘れずに。カリ
フォルニア発の ALL good は、人も地球も思いやるコ
スメを手がけるブランド。シンプル処方で口元をケアで
きます。精油の香りで癒される時間に。

唇の日焼けに注意　
香りも楽しい潤うリップ

リップバーム
SPF15 ／（CO）のみ SPF20
4.25g ／ ¥860+ 税 ★ 

中世から伝わるスイスのザンクトガレン修道
院のレシピをベースに、33 種類の精油と7
種類のハーブエキスをブレンド。定番のオイ
ルタイプも人気ですが、夏はボディミストも
おすすめ。シューっと肌に吹きかけてうるお
し、不快感を取り去って。

頼れるハーブの力を全身に　
ミストでリフレッシュ

ハーブオイル 33+7 ボディミスト
　　　　　　　75mL ／ ¥1,500+ 税 ★  

ピュビケア オーガニック

Pubicare organic

アコレル

Acorelle

オールグッド

ALL good

アンティポディース

Antipodes

ナリン

nahrin

チャントアチャーム

chant a charm

面倒なボディの日焼け止めも、ポンポ
ンのせるミネラルパウダーなら塗り直
しも簡単。汗ばむ不快な時期も、サラ
サラパウダーだから快適にUV カット
できます。クリアなパウダーヴェール
で包み、美肌に見せる効果も。

ポンポンUVパウダーで　
汗ばむ季節も快適

ボディーパウダーサンスクリーン
SPF50+　PA++++
8.5g ／ ¥5,000+ 税

不快感を感じやすい夏のデリケート
ゾーン。やさしく拭き取って、ムレや
ニオイなどをすっきりさせて。日本初
のデリケートゾーン専門サロンとオー
ガニックコスメメーカーが手がけた、
大切な部分にも使える設計です。

ムレやニオイの不安に　
デリケートゾーンシート

フェミニンコットンシート
クールミント・無香料
5 枚入／ ¥500+ 税 ★ 、
20 枚入／ ¥1,500+ 税 ★ 

ただ紫外線からガードする時代は終わり！　
ナ ノ 粒 子 や 亜 鉛 は 使 わ ず SPF50
（PA++++）を 叶 え、石 け ん で 落 と せ る
ウォータープルーフを実現。プロポリス *1

ベースのエイジングケア成分で、スキンケア
しながら、紫外線からお肌を守ります。

プロポリス *1 入り UV で　
エイジングケア *2 まで

サンプロテクションスプレー 50
SPF50 ／ PA++++
100mL ／ ¥3,800+ 税 ★ 

コスメキッチン
先行発売

コスメキッチン
先行発売

コスメキッチン
先行発売

消えては現れる吹き出物の悩みに。マスクを厚
めに塗って、15 分じっくり届けて。マヌカハニー *
をはじめとするニュージーランドの自然の恵みで、
困った肌にアプローチ。しっとり整います。
＊ハチミツ（保湿成分）

吹き出物や、赤みが気になる
悩みに　マヌカハニーで解決

アンティポディース
オーラ　マヌカハニーマスク
75mL ／ ¥4,500+ 税 ★  

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

※数量限定

5/27（月）発売

＊1プロポリスエキス（皮膚コンディショニング）
＊2 年齢に応じたケア

肌ケアの要ともいえる紫外線ケアと保湿ケア。
どちらも徹底的に叶える、乳液のようにみず
みずしい全身用UVです。ハーブやセラミド＊

1 などを使用し、乾きやすい大人肌も赤ちゃん
＊2 の肌もしっとりキープ。メイク下地にも。　

＊1コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿成分）
＊2 乳幼児からご利用いただけます。（赤ちゃんの肌は

デリケートです。ご使用前には必ずパッチテスト等
お試しの上ご使用いただく事をお勧めします。）

肌の基盤を支える UV　
みずみずしく潤いキープ

UV フェイス＆ボディ プロテクター L
SPF43 ／ PA++
200mL ／ ¥5,000+ 税 ★ 
※数量限定

※数量限定

Summer Must Buy
More New Items to check!

肌の基盤を支える UV　

コスメキッチン
先行発売20 21※★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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22 23※★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。

■CosmeKitchen Tabloid B5_Summer2019

各ブランドから、今こそ注目してほしいアイテムをご紹介。春夏にしか手に入らない限定品も！　
夏の肌ケアにおすすめのアイテムの中から、あなたが求めているものがきっと見つかるはず。

夏の要チェックな注目アイテム！

BRAND NEWS
Summer

Check out!

コスメキッチン
限定発売

コスメキッチン
限定発売

PERFECT POTION パーフェクトポーション

［ボディケア］

MADE IN EARTH メイド・イン・アース

［布ナプキン］

uka  ウカ

［スキンケア & アロマ］

SHIGETA シゲタ

［スキンケア］

BISOU ビズゥー

［メイク］

朝起きづらい、夜眠れない、気力がない。それは 1日のリズムが作れていないからか
もしれません。一日のシーンに合わせた香りのミストで、リフレッシュして気持ちの切
り替えを。ミストの保湿効果により肌をうるおいで満たしながら、毎日を楽しんで。

ウカ　エッセンシャルミスト（ハグ・バランス・ドリーム）
100mL ／各 ¥3,600+ 税 ★

一日のリズムを作る　体内時計に着目したミスト　

デリケートな肌は、水分と油分のバランスが崩れがち。季節の変わり目などゆらぎ＊

やすいときも、いたわりながら必要なうるおいをチャージして守ります。ラベンダー、
ゼラニウム、カモミールの香りに包まれながら、肌をケアして。

バランシング　モイスチャーローション　110mL ／ ¥3,300+ 税 ★

敏感・ゆらぎ肌＊に　健康肌へと導きます。

スティックFDとしてもコンシーラーとしても使えるスティック。最小限のタッチアップ
で、肌をケアしながら質感をワンランクアップ！ メイク直しにも役立つ、賢く便利な 1
本です。肌状態に合わせて 3 色からチョイスして

エンハンシングスティック（アンバー・クリスタル・エメラルドグリーン）　¥3,400+ 税 ★

1本で肌質を上げる＊　最小限メイクで理想肌に

何とかしてあげたい赤ちゃんのカサカサ肌。有機栽培のアーモンドオイル＊1とアロエベ
ラエキス＊2 などを使い、手ごわい乾燥肌をしっとり潤します。ほおずりしたくなる整った
素肌へ。　　

バーバパパ　モイスチャライジングボディクリーム　100mL ／ ¥1,800+ 税 ★

ベビーの乾燥肌に　笑顔になるクリーム　

ロング UVA＊にも対応した、保湿力の高い乳液タイプとクリームタイプの UV。公園や
キャンプ時にも助かる、スッキリした香りの精油入りです。伸びがよいのでお子さまにも
つけてあげやすく、お出かけ時に一緒に使えて便利。

UV ケアミルク　アロマイン　SPF30 ／ PA+++　60mL ／ ¥1,800+ 税 ★
UV ケアクリーム　アロマイン　SPF25 ／ PA++　45g ／ ¥1,300+ 税 ★

ロングUVA＊にも対応　アウトドアに嬉しい精油入り　　

ニキビができたら極力メイクをしない…のではなく、隠しながらもニキビケアできるコ
ンシーラーを使って。薬用成分さえもミネラルで、100％ノンケミカル。ニキビや毛穴
を隠しながら、大人ニキビを防ぎます。

薬用コンシーラー　アクネプロテクター　1g ／ ¥2,000+ 税 ★

メイクで隠しつつニキビケア　薬用成分もミネラル

MAMA BUTTER  ママバター

［スキンケア］

ONLY MINERALS オンリーミネラル

［メイク］

家族の必需品！シトロネラ、ティーツリー、ペパーミントといった香りのヴェールで肌
を包みます。キャンプやお出かけ時も心強く、思いっきり楽しめるはず！

アウトドアボディスプレー エクストラ
125mL ／ ¥1,400+ 税 ★、50mL ／ ¥650+ 税 ★

キャンプでも心強い　爽やかアロマのヴェール タンガや T バックでも使える新しい形の布ナプキン。純オーガニックコットン
100% のガーゼ生地を使った羽根つきナプキンは、デリケートゾーンの心地よさと
安心感を得られるはず。ラグジュアリーなデザインも嬉しい！

布ナプキンすらり（刺繍ガーゼ／きなり）（プレーンガーゼ／きなり）　¥1,800+ 税★ 

肌が喜ぶ心地よさ　Tバック対応の布ナプキン

6 月中旬発売

BARBAPAPA organic baby series バーバパパ

［ベビーケア］

amritara アムリターラ

［スキンケア］

インナードライが気になる夏の肌。みずみずしく弾む肌を目指すには、肌が欲しがる有機酸、
ミネラル類、アミノ酸類などを豊富に含むとされる山ブドウ樹液＊2 の力をチャージ！美容液
級に潤うのに、サラッと気持ちいいつけ心地です。

ジャパニーズワイルドグレープローサップウォーター　100mL ／ ¥4,000+ 税 ★

夏のエイジングケア＊1に　非加熱の[山ぶどう＊2］化粧水

※数量限定

＊1年齢に応じたケア　＊2 ヤマブドウ樹液（保湿成分） ＊メイクアップ効果による

＊外部環境の変化や精神的ストレスにより、肌が荒れやすくなったり、敏感になったりする状態

＊1 波長が340 ～ 400nmの紫外線A波のこと

＊1アーモンド油（保湿成分）　＊2保湿成分

La CASTA ラ・カスタ

［ボディケア］

ストッキングの上からも使えるレッグジェル。デスクワークや立ち仕事などで脚が重く
感じるときに、ひんやりしたジェルが脚の素肌を引き締めてリフレッシュさせてくれます。
保湿効果もあるのが嬉しい！

ラ・カスタ　アロマエステ　レッグジェル R H　150g ／ ¥1,500+ 税 ★

脚の素肌をキュッと引き締め　清涼感でリフレッシュ

コスメキッチン
先行発売
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■CosmeKitchen Tabloid B5_Summer2019

「Sustainable Identity」
大地に息づくあらゆる生物が調和し、今なお美しいハーモニーを奏でている日本の聖なる土地。

そんな自然の恵みあふれる日本の５つの聖地のエネルギーを込めた、
コスメキッチン 15 周年スペシャルプロダクト 【Blessings of Gaia ～空・風・火・水・地～】。

このスペシャルプロダクトの為に集結したのは、
世界的フラワーエッセンスプロデューサー タンマヤ氏、日本におけるフラワーエッセンス第一人者 玉井氏、

ヒロ杉山氏を中心とするクリエイティブユニット エンライトメント、奈良在住のアーティスト 三嶋氏。
錚々たるメンバーの手によって、

コスメキッチン 15 周年スペシャルプロダクト「日本の聖地のエッセンススプレー」が完成しました。

あらゆる生命の調和と、絶えず注がれている自然の恵みのもとに生かされているという事、
自然への感謝と共に、私たち一人ひとりが「選択」をしていくことが

美しい地球を育み、次世代へのバトンとなり 未来へつながっていきます。

15 周年という節目の年に CosmeKitchen だからできること、
これからの 15 年で目指すこと。

1997 年、ヒロ杉山が中心となり結成。
ヒロ杉山、タナカノブコ、峯山裕太郎、
加藤崇亮、吉田真由、角田麻有からな
るクリエイティブユニット。ファインアー
トの世界で国内外の展覧会で作品を発
表する一方、フリーペーパーやアート
ブックの出版、展覧会のキュレーション
なども行い、グラフィックデザイン、
広告など幅広いジャンルで独創的な
作品を発表しつづけている。さらに PV
制作や VJ などの映像分野での評価も
非常に高く、平面だけではなく立体
作品から空間演出も手掛け、幅広い
創作活動を展開している。

エンライトメント
Enlightenment 

1978 年大阪生まれ。奈良在住。グラ
フィックデザインを学び、平面、空間、
映像のアートディレクション、ファッ
ションブランド FUGAHUM の立ち上
げ、フジロックフェスティバルなど様々
な現場での VJ など、ジャンルの垣根
がない制作活動をおこなう。2006 年
以降、現代美術家として国内外で作
品を発表。NANZUKA（東京）、Nagel 
Draxler（ベルリン、ケルン）所属。多
様化した現在で感じづらくなっている
モノゴトに目を向け、感じ伝えられた
感覚を考察し、人類に残すべき選択
肢を増やすことを制作活動の目的とす
る。

三嶋 章義  
Akiyoshi Mishima

オーストラリア生まれ。真実を探し求
め、20 年間世界中を旅して周る。覚醒
した神秘家オショーのスピリチュアル・
コミュニティーに住み、瞑想文化、伝
統的精神世界、心理療法を学ぶ。以
降も、何人かの神秘家、シャーマン、
賢者と時間を共にする。1990 年人生
最大の転機に直面、ヒマラヤの大自然
の中で隠遁生活に入る。リトリート中、
花々が彼に話しかけ、彼らが持つ癒し
のエネルギーを「この困難な時代を生
きる世界中の人々に届けてほしい」と
エッセンスの作り方を教える。以降、フ
ラワーエッセンスのリサーチやワーク、
癒しの手法に自分を捧げ続けている。

Himalayan Flower Enhancers
タンマヤ

日本にフラワーエッセンスを広めた第
一人者。世界中のフラワーエッセンス
約 2,800 種類を取扱う日本最大級の
輸入発売元。1997 年にフラワーエッ
センスと出会い、エッセンスで多くの
人が変化していくのを見るにつれ、次
第にその魅力に惹かれていく。以来、
エッセンスの普及活動に専念しアラ
スカやカナダ・オーストラリアのトレー
ニングに参加したり、エッセンスプロ
デューサーの来日ワークショップの開
催に数多く携わる。

ネイチャーワールド株式会社
代表取締役　玉井 宏

日本の聖なる地から届けられた祝福のエッセンススプレー

Blessings of Gaia spray  ～空・風・火・水・地～ 

神の島、久高島。遠く昔から、女性が神官をしてきたとい
う「祈りの島」。島全体に特別なパワーがおりており、自
然界との共生の大切さを感じさせてくれる。全てを受け
入れる深く広大な安らぎの空間。何も妨げるものがなく
瞬時に心に静寂が訪れる「はじまり」の島。

Blessings of Gaia　久高島 < 空・あ >
50ml ／￥3,150+ 税 ★

久 高 島   < 空・あ >
～至福・ありのままを愛する～

神々が休息に訪れるほどに美しいといわれる仙酔島。早
朝 5:55 になると、日本各地から龍神が集うとされる「閃
きの門」のある彦根浜でつくられたエッセンス。動きを司
る < 風 > の地であり、身も心も軽く、高揚感に包まれる。
島全体のエネルギーがとても軽やかで自由、無限の可能
性を感じる。夕暮れ時にはエメラルドグリーンとピンク色
のエネルギーにあふれる美しい島。

Blessings of Gaia　仙酔島 < 風・い >
50ml ／￥3,150+ 税 ★

仙 酔 島   < 風・い >
～軽やかに生まれ変わる・輝く未来の可能性～

「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産登録をされ、
日本最古の神奈備※がある奈良県吉野郡天川村。古くか
ら「水の神」が祀られる「聖なる場所」として、多くの人が
いざなわれた最高に清らかなエメラルドグリーンに輝く水
が流れる地。その豊かな自然あふれる特別な場所にて、
作られた聖なるエッセンス。
※日本において神霊が鎮座する山や森、川、滝、岩などの意味。

天 川 村   < 水・え >  
～女性性を高める・ハートをひらく～

国生み神話の地「淡路島」。島の中心部・先山の頂上付
近にある大岩は、天岩戸伝説に登場する天照大神が岩
戸隠れをした岩だといわれている。
まるで地球そのものと言えるような大地のエネルギーが、
足から全身へと流れる。まるで大地と一体となるような
深いつながりと、母なる大地からの大きな愛に包まれる
安心感に溢れる場所。

淡 路 島   < 地・お >
～豊かさを引き寄せる、静けさと安らぎ～

日本の大地や山々を生み出してきたパワフルでエネル
ギッシュなマグマ < 火 > のエネルギーの象徴であり、神
の宿る山として崇拝されてきた日本最高峰富士山。
地底深く地球のコアと繋がっている偉大なエネルギーは、
自然への畏敬の念と感謝と共に暮らしてきた日本人の精
神・自然信仰の象徴でもある。太陽のエネルギー、血
液・体温、生命力や情熱、変容する力そのもの。知性や
インスピレーションの源でもある。

Blessings of Gaia　富士山 < 火・う>
50ml ／￥3,150+ 税 ★

富 士 山   < 火・う>
～情熱と喜び・創造性～

まるで聖地を旅するように、あなたの空間と周囲の環境を整え清らかにし、
あなた本来の「美しさ」、「輝き」をひきだすサポートをしてくれる

聖なるエネルギーのエッセンス。

あなた本来のハーモニーを奏でるとき、あなたの人生を導く運命の出逢いをよびよせます。
自然とのつながりの中で、心地よく、あなたらしく、

ただここに在ることを瞬時に思い出させてくれる、地球からの贈り物。

Blessings of Gaia　吉野郡・天川村 < 水・え >
50ml ／￥3,150+ 税 ★

Blessings of Gaia　淡路島 < 地・お >
50ml ／￥3,150+ 税 ★

日本の原風景ともいえる 聖なるパワーあふれる
< 空 > < 風 > < 火 > < 水 > < 地 > に対応した５つのスポット

生命、宇宙、地球上の万物すべてのものは、五大元素により成り立って
いるといわれています。
五元素に対応した５つの聖地のエネルギーを込めたエッセンススプレー
がまるでその地にたたずんでいるようなこころの静寂さと、自然の中で、
大地につつまれているような安心感をもたらしてくれます。

自分自身の調和からはじまる、
あらゆる生命と地球の美しいハーモニー

自然や地球とのつながりを感じることで、自分自身とつながり安心感に包
まれた時、あなたはあなた本来の美しい調和のとれたハーモニーを奏で
ます。
あなたの調和は、水面にひろがる波紋のように、あらゆる生命・地球全
体の調和へとつながっています。

選び方１．直感で選ぶ。
気になる場所、名前、パッケージは、今あなた
が必要としているエネルギーです。

選び方２．名前と五元素で選ぶ。
五元素 < 空 > < 風 > < 火 > < 水 > < 地 > はそ
れぞれ、母音 < あ > < い > <う> <え > < お > に
対応しています。
氏名は「使命」とも言い、私たちがもともと「名
前」でもっている元素エネルギーは、増大しや
すい傾向にあります。一方、名前に含まれない
元素エネルギーは不足しやすいため、名前に
ない元素エネルギーを補うことで全体のバラン
スが整いやすくなり、本来の持って生まれた特
性・魅力を発揮できるよう導いてくれます。

＜②の具体的な選び方例＞
1.　姓名の下の名前を母音読みにし、名前に含ま
ない〈母音〉を確認する

（例）あきこ→「あ」・「い」・「お」＝含まれない母
音は「う」・「え」

2.　①で導き出した〈母音〉に対応する元素を、対
応表で確認する。

（例）「う」・「え」　　う＝< 火 >、え＝< 水 >
〈火〉と〈水〉の元素が不足する傾向にある

3.　それぞれの元素に対応するスプレーを選ぶ
（例）「富士山」と「天川村」のスプレーがより

必要になりやすい
※補足：下の名前は個人。苗字は家系をあらわす。

<五元素・五母音の対応表＞

　≪エッセンスの選び方1・2≫

空 　 風 　 火 　 水 　 地
あ 　 い 　 う 　 え 　 お

コスメキッチン
15 周年限定
5/1 発売

久 高 島   < 空・あ >
～至福・ありのままを愛する～

♪こんな時に

仙 酔 島   < 風・い >
～軽やかに生まれ変わる・輝く未来の可能性～

♪こんな時に

天 川 村   < 水・え >  
～女性性を高める・ハートをひらく～

♪こんな時に

淡 路 島   < 地・お >
～豊かさを引き寄せる、静けさと安らぎ～

　≪エッセンスの選び方1・2≫

♪こんな時に

富 士 山   < 火・う>
～情熱と喜び・創造性～

♪こんな時に

限りない自由を感じる、
はじまりのとき・再スタート、

至福に満ちる、
ジャッジ（判断）しない

自分に自信をもつ、
新たなチャレンジ、

自分を豊かに表現する、
思い込みを手放し

無限の可能性とつながる

イキイキと日 を々送る、
情熱を感じることに出会う、
インスピレーション、
意欲・やる気の向上、
新しいものを生み出す、

知性

女性性の開花、
すべての存在を愛する、
心地よさと安心感、
手放し受け入れる、

自分の神聖さへつながる、
あふれるほどの愛と繋がる

未来を心配することなく
今を楽しむ、

豊かさを引き寄せる、
グラウンディング、
ポジティブな思考、
具現化の力（現実化）

聖なるスポット: 奈良県吉野郡天川村 < 水・Water・え> 聖なるスポット: 兵庫県 淡路島 < 地・Earth・お >

聖なるスポット: 富士山 < 火・Fire・う>
聖なるスポット: 広島県 仙酔島 <風・Air・い>

聖なるスポット：沖縄県 久高島<空・Ether・あ>

Essential oils：松、レモンマートル、ユーカリ・ブルーマリー

Essential oils：フランキンセンス、ローズゼラニウム、ロザ
リーナ Essential oils：ベルガモット、ヒマラヤ杉、オレンジ、メイ

チャン（アオモジ）、サンダルウッド、ロザリーナ、パチュリ

Essential oils：クラリセージ、ラベンダー、サンダルウッド、
ライム、フランキンセンス、サイプレス、杉、メイチャン（アオ
モジ）、イランイラン

Essential oils：ヒマラヤ杉、西インディアンサンダルウッド、
ベチバー、ゼラニウム

Cosme Kitchen 15周年テーマ 
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