
◦ パッケージ･ラベルは変更する場合があります。

◦ 品質向上のため、成分を変更する場合があります。

◦ 原料はすべて天然成分を使用しています。原料となる植物の色、香り、質感に 
違いが生じることもありますが、品質に問題はありません。

◦ 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。

株式会社おもちゃ箱

〒145-0076 東京都大田区田園調布南26-12
お客様相談室 03（3759）3479
www.urtekram.jp

2014/11
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Our passion
All our care products are certified organic, vegan and without 
unnecessary chemicals such as parabens and other synthetic 

preservatives. Nature and its powerful herbs are the base of all 
our care products. This has been the case since 1972.

1972年に設立されたウルテクラム社は、海に囲まれた自然の美しい国デンマークにあります。 
エコや社会福祉の先進国としても知られるデンマークにおいて、 
ウルテクラム社はオーガニック市場の中心的な存在です。 
ウルテ（Urte）はハーブ、クラム（Kram）は良質の、というデンマーク語です。

設立当初より、｢肌を洗浄、ケアするものは、食べものと同じくらいクリーンであるべきである。 
なぜなら、それらは食べものと同様に、身体の隅々にまでいきわたるものであるから｣ 
という基本理念で製品づくりをしてきました。 
伝統的なハーブ処方にこだわり、厳選した原材料と自然の力を効果的に組み合わせ配合した、 
非常に質の高いボディケア製品を作り続けています。

さらに、ウルテクラムはエコ活動にも早くから積極的に取り組み、 
工場で使用するエネルギーやヒーティングシステムも風力や自然素材を使用しています。 
すべての人々に、良質で安心してお使いいただける製品をお届けしたい。 
人々の暮らしと健康、人々を取り巻く環境が健全であることに尽力しています。

ウルテクラムの全製品は ...

◦エコサートによるオーガニックコスメ認定を取得

◦コスモスオーガニック認証取得

◦合成保存料、パラベンは不使用

◦自然由来のもの、植物成分のみを使用

◦動物実験は一切行わない

◦�無香料製品は全てデンマークアレルギー協会認定取得 
※全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。

コスモスオーガニック認証とは：
ヨーロッパのオーガニックコスメ認証の統一基準。
「BDIH」（ドイツ）、「COSMEBIO」（フランス）、
「ECOCERT」（フランス）、「ICEA」（イタリア）、 
「SOIL ASSOCIATION（英国土壌協会）」（イ
ギリス）の欧州オーガニック協会の5団体が、
オーガニック自然派化粧品の世界統一基準（コ
スモス基準）を決めようと、国際NPO協会として
「COSMOS」を設立。

コスモスオーガニック（エコサート）認定基準
◦�物理的に処理された農業系材料の95％以上が

オーガニックであること
◦��成分の20％以上がオーガニック原料であること
（例外：リンスオフ製品、乳化されていない水溶
性の商品、80％以上がミネラルまたはミネラル
由来の原料の商品は最低10％以上をオーガニッ
クとすることが求められる）
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ROSE

ウルテクラムのシャンプー・コンディショナーはダメージやかゆみ等、お悩みに合わせて5種類からお選びいただけます。
ローズをはじめとする高品質なハーブを配合し、 
外的刺激や乾燥によるダメージを受けた頭皮を和らげ、しなやかな髪へ導きます。
合成保存料、パラベン、シリコンなどを使用せず、洗浄成分にはパーム油やヤシ油などの植物由来成分を使用。
コスモスオーガニック（エコサート）の厳しい認定を受け、低刺激ながらもよりしっかりと泡立ち良く洗いあげます。
コンディショナーにはコンディショニング剤として、植物由来のレシチンやグリセリンを配合。
重すぎないながらも、手触りがよく滑らかで、機能性を高めたコンディショナーに仕上げました。
無香料タイプには、レシチンの代わりにシア脂を配合。

ダマスクローズやアロエベラエキス（天然
保湿成分）がうるおいを与え、しっとりとま
とまりやすい髪へと導きます。
ローズとゼラニウムの女性らしく、華やか
な香り。

【ノーマルヘアに】　

◦�パサつき、�
まとまりにくい髪に

◦どんな髪質にも

全5種　各250ml　シャンプー  　　  1,600円
　　　　　　　　コンディショナー  1,900円

美しい髪は、すこやかな頭皮から
ローズ
シャンプー・コンディショナー

BRAND NEW
organic

experience
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CAMOMILE 

カモミール
シャンプー・コンディショナー

ALOE VERA 
アロエベラエキス（天然保湿成分）が乾燥
した頭皮をいたわり、マグノリアオフィシナ
リス樹皮エキス（天然保護成分）が頭皮を
整え、かゆみを和らげます。
オレンジのほんのりとフルーティな香り。

カモミールエキスが髪にツヤと輝きを与

え、しなやかな髪へと導きます。敏感な頭

皮にも。

カモミールのリンゴにも似た爽やかな香

り。

【スカルプケア】

◦�乾燥・フケによる�
頭皮のかゆみに　

◦�水分・油分の�
バランスが傾いて�
しまった頭皮に

【ノーマルヘア〜�
　　　ドライヘアに】

◦�ツヤがない髪に

◦�固く絡まりやすい�
髪に

◦�キューティクルケア

アローラ
シャンプー・コンディショナー

Pure moisture
for the whole

family

スカルプケアすること
によって毛髪・頭皮を健
やかに保ち、抜け毛、枝
毛、切れ毛などを防ぎ、
健康的な頭皮を維持し
ます。
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NO PERFUME 

無香料
シャンプー・コンディショナー

ノルディックバーチ
シャンプー・コンディショナー

NORDIC BIRCH®
シラカバ葉エキスが頭皮をすこやかに整
え、スギナエキスが乾燥による枝毛や切れ
毛を防ぎます。さらにビートエキスやコーン
スターチが髪に潤いを与え、指どおりの良
い髪へ導きます。
ノルディックバーチの為に配合された、オリ
ジナルの香り。

シンプルな処方に、アロエベラエキス（天
然保湿成分）・シア脂（天然保湿成分）・ホ
ホバ種子油（天然保湿成分）をプラス。肌
にマイルドな使い心地ながらも、使いやす
い使用感です。エッセンシャルオイルを加
えてオリジナルの香りのシャンプー/コン
ディショナーにしても。デンマーク喘息・アレ
ルギー協会推奨商品。

【ドライヘアに】

◦�パサつき、広がりや
すい髪に

◦�枝毛、切れ毛などの
ダメージに

【敏感な方〜�
　　　　　お子様に】

◦�デリケートな�
髪や頭皮に　

◦�香りが苦手な方に

WINNER
Danish Beauty

Award 2013
Green award of

the year
デンマーク ビューティーアワード 2013
グリーンアワード オブ ザ イヤー受賞

Feel life,
no filter
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NO PERFUME BABY

Loving care 
made for 

multitasking

デリケートな 
赤ちゃんにこそ 
植物素材で 
やさしくケアを

新生児からお使いいただける、無香

料タイプの洗浄剤と保湿剤。目にしみ

るような成分は配合しておらず、デン

マーク喘息・アレルギー協会認定商品

で赤ちゃんにもやさしいケアを。

※ 全ての方にアレルギーが起こらないというこ
とではありません。

ベビーウォッシュ 
250ml　1,600円
肌を整える、アロエベラエキ
スをベースに配合した、頭か
ら爪の先まで洗える全身用
洗浄剤。赤ちゃんの髪や身
体をやさしく洗い上げます。

ベビーローション 
250ml　2,400円
アーモンド油（天然保湿成分）をベースに
作られた、デリケートな赤ちゃんの肌に毎
日使えるボディーローション。赤ちゃんの
お肌を自然なやわらかさに保ちます。べ
た付かない、軽いつけ心地。男性のひげ
剃りあとのケアにも。

ベビー
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デュオクリスタル　全3種　各50ml　1,900円

すこやかで爽快なつけ心地。 

天然のミョウバン石を配合した、汗ばむ季節の肌をすこやかに保つボディケアローション。
自然な軽いつけ心地で、グリセリンが肌をやさしく保護します。
気になるところをピンポイントにしっかりケアするロールオンタイプ。

デュオクリスタル　ローズ

ゼラニウムのやさしい香り。女性ら
しさを引き出します。

デュオクリスタル　ユーカリ

さわやかなユーカリの香り。フット
ケアや、男性の方にもおすすめ。

デュオクリスタル　ライム

スッキリとしたライムの香り。ス
ポーツ後など、スッキリとした香り
が気持ちを明るく、リフレッシュさ
せてくれます。

DEO CRYSTAL

Quite, calm,
beauty ... Notice
the greatness in
the little things

 ローズ ライムユーカリ
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オーラルケア　全4種　各75ml　1,000円

口の中に毎日入れるものだから、こだわりの製品を。 

水・炭酸カルシウム・ハーブエキス・エッセンシャルオイルのみのシンプルな処方の歯磨き粉は、 
デリケートな口内を刺激から守り、すこやかに保ちます。 
磨いた後はマイルドな爽快感が口に広がります。界面活性剤、フッ素不使用。

ユーカリ　歯磨き

ユーカリのスーっとした香り。
口内浄化のサポートに。

ティートリー　歯磨き

ティートリーのさっぱりとした、
ひきしまる香り。
口内をすこやかに保ちます。

ミント&グリーンティー　歯磨き

ミントと緑茶のすっきりとした香り。
口臭対策に。

チャイルド　歯磨き

おだやかな甘いフェンネルの香り。
2歳以上のお子様から使えます。

TOOTHPASTE

ユーカリ ティートリー ミント＆グリーンティー チャイルド


