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アコレル社 アコレル社は、2006年にフランスのロット・エ・ガロンヌ地域のアジャン近郊に設立され
ました。人と自然を守ることを理念とし、オーガニック素材にこだわった機能的でユニー
クな香水やサンケア商品を生み出しています。フレグランスはアロマテラピーのエキ
スパートのパティ・カナック氏とアコレル社専任パフューマーのフィリップ・コレット氏が
タッグを組み監修。様々なシーンに合わせて楽しめる香りを創り上げました。UVケアは
独自のナチュラルサンフィルターを使用し、プロポリス・カランジャオイルなどを配合す
るなど、紫外線からお肌を守るだけでなく、スキンケアにも着目した商品を揃えていま
す。ナチュラルであること、効果がある事、感覚が喜ぶこと、そのすべてを一つ仕上げる
こと、それがアコレルの製品づくりです。
アコレルの製品は全て、ロット・エ・ガロンヌ地域にある自社工房で製造されています。

アコレルの香りを創り上げる2人のパフューマー パティ カナック氏
1991年以来フランスで最も有名なパフューム学校の１つである“Institut Supérieur 
de la parfumerie de Versailles » (ISIPCA)の教師で定期講義を行っています。
また、精神的なトラウマに特化したパリにある病院内での嗅覚セラピーの専門家です。
香水とエッセンシャルオイルを使用して、患者を癒し、治療をしています。アコレルのフ
レグランスに含まれるエッセンシャルオイルは良い香りをもたらすだけでなく、彼女の
手によってアロマテラピーの効能も引き出されています。

フィリップ コレット氏
香水の都グラース（フランス南東部の都市）でパフューマーとして活躍。大西洋に面した
フランスの南西で育ち、自然と海をこよなく愛しています。オープンな心で創造性と好
奇心をフル活用し、独創的な香りを創り上げるパフューマーです。調香をデザインと捉
え、香りへの多角的なアプローチを得意としています。

取得認証
認証期間：エコサート

   

一瞬でなりたい自分を演出する 
オーガニックフレグランス　アコレル

オーガニックライフグループ 
各営業担当までお願いいたします。 
TEL:03-3759-9782　
※�薬事法に抵触する表現がございますので文章の引用、写真
の転用はご遠慮ください。

取扱内容基本条件

⃝�取り扱いラインナップの条件なし
⃝�ロット単位での注文とすること。
＜テスターについて＞
⃝�一律上代の35%で、本商品にテスターシールを貼っ
ての提供とする。
⃝�3か月毎に1回ご注文可能。
＜導入ご検討の際＞
希望する商品の注文が初めての場合には、検討用商品
1個を掛率50％で提供可能。
＜什器について＞
⃝アコレルロールオン専用什器
サイズ：W14×D15×H20cm

フィリップ コレット氏パティ カナック氏
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アコレルのこだわり

（香水）
・100％天然素材の香料（エッセンシャルオイル）使用
・フタル酸エステル※、着色料、化学合成物質不使用
・専任パフューマーが調合したフレグランス
・オーガニックでありながら長続きする香り
※ フタル酸エステル：皮膚に負担をかけたりアレルギー体質に傾ける恐れがあり、発がん率が上がることが

危惧される人口香料。香水、ヘアスプレー、デオドラントに一般的に使用されています。

オーガニック小麦由来のアルコールが、香り長持ちの決め手！
アコレルの製品はオーガニック小麦由来のアルコールを使用することで、エッセンシャルオイル
の香りを最大限に引出し、持続させています。オーガニック植物原料、そのうえ機能的なフレグラ
ンスです。

※遺伝子組み換えの原料は使用していません。

（サンケア）
・ナチュラルサンフィルター使用
・ナノ粒子不使用
・酸化亜鉛不使用
・石けんで落ちるやさしい成分（メイクをされている場合はクレンジングをご使用ください）

・ウォータープルーフ

天然オイルやプロポリス配合で、エイジングケアにもおすすめ！
プロポリス（皮膚コンディショニング成分）やカランジャオイル※などを配合し、紫外線からお肌を
守るだけでなく、スキンケアにも着目。肌にうるおいとハリを与えるサンケアです。

※ インドに生育するカランジャツリーの種子から採取されるオイルで、古代、インドで
も広く用いられて来ました。オイルに含まれる成分が紫外線から肌を守り、クリアで
なめらかなテクスチャーでお肌にうるおいを与えます。

商品ラインナップ

香水
嗅覚学に基づいて調香され、バランスのとれた香りが、様々な生活シーンをドラマ
チックに演出します。特別なエッセンシャルオイルのブレンドで、トップ、ミドル、ベー
スノートを創りあげています。

（香り持続時間の目安）
［T］トップノート　～30分
［M］ミドルノート　30分～4時間
［L］ラストノート　1時間～24時間
※�香りの種類や濃度、つけ方により異なる場合があります。

サンケア
独自のナチュラルサンフィルターを使
用。プロポリス（皮膚コンディショニング
成分）・カランジャオイルなどを配合し、
スキンケアしながらお肌を守ります。敏
感肌のための無香料ラインと、香りを楽
しみたい方のための調香こだわったライ
ンの２タイプ。

リフレッシュロールオン
ミョウバン配合、天然の香料で身体の気になる
ニオイをケアします。お肌のうるおいに与える
セイヨウナツユキソウやアロエベラジュース
を配合。べたつかずさらっとした使用感です。 
ムラなくお肌に塗布でき、手軽に使える便利
なロールオンタイプ。
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オーガニックフレグランス

ロールオン�10ml　2,090円（税抜価格1,900円）

原産国：フランス
*はBIO、**はBIO原材料由来 ロット：6

アコレル　ミステリアスローズ
女性らしく凛とした香り。
ローズとゼラニウムのうっとりと甘い香りが心を落ち着かせ、女性らしさを引き
出します。デートの前など、自信をつけたい時に。

［T］ローズバッド、マンダリン、ライチ、ピンクペッパー
［M］ローズ、ゼラニウム、桜の花、ピオニー、スミレ
［L］ラズベリー、ピーチ、バニラ、シダー

【原材料】エタノール**（小麦由来）、�
ダマスクバラ花水*、香料
全成分100％自然由来�
全成分の87％は有機認定原材料

箱サイズ：W2×D2.2×H12.1ｃｍ
商品番号：AC3717�
JANコード：3700343023717

アコレル　ベルガモットロータス
自分らしさを取り戻す香り。
ベルガモットとシトラスが頑張る心と体に安らぎを、森林を思わせるシダーの香
りがくつろぎをもたらします。忙しすぎて自分を見失ってしまいそうな時に。

［T］ベルガモット、マンダリン、レモングラス、ミント、ライム
［M］ウォーターリリー、ロータス、ジャスミン、マグノリア
［L］ヘイ、シダー、バニラ、パチョリ

【原材料】エタノール**(小麦由来)、�
ハマメリス葉水*、香料
全成分100％自然由来�
全成分の78％は有機認定原材料

箱サイズ：W2×D2.2×H12.1ｃｍ
商品番号：AC3724�
JANコード：3700343023724

アコレル　ネロリハーモニー
もつれた心をリセットする香り。
ネロリとシトロンが落ち込んだ気持ちを落ち着かせ、オレンジブロッサムとロー
ズのやさしい香りが素直になれない心のもつれをほどき、ゆったりとした気分に。

［T］シトラス、ミント、ブラックカラント、スズラン
［M］ネロリ、オレンジブロッサム、ローズ、ジャスミン
［L］セージ、シダー

【原材料】エタノール**（小麦由来）、�
ビターオレンジ花水*、香料
全成分100％自然由来�
全成分の88％は有機認定原材料

箱サイズ：W2×D2.2×H12.1ｃｍ
商品番号：AC3427�
JANコード：3700343023670

アコレル　ティアレバニラ
心がうるおい温まる香り。
オレンジの爽やかな香りが心をリフレッシュさせ、明るい気持ちに導きます。プル
メリア・イランイラン・バニラなどの南国の花々の香りが気持ちを華やげ、優しい
気持ちに。

［T］ティアレの花、マンダリン、オレンジ、プチグレン
［M］イランイラン、フランジパニの花、オレンジの花
［L］バニラ、カラメル、ココナッツ、ピーチ

【原材料】エタノール**(小麦由来)、香料、�
ダマスクバラ花水*、ビターオレンジ花水*
全成分100％自然由来�
全成分の87％は有機認定原材料

箱サイズ：W2×D2.2×H12.1ｃｍ
商品番号：AC3700�
JANコード：3700343023700

アコレル　フェアリーブロッサム
花のヴェールに包まれているようなフェミニンな香り。オレンジとサンダルウッド
の香りをブレンドし、花々につつまれたような感覚で、ストレスフルな毎日の中に
安心感と女性らしいやわらかさをあたえます。

［T］カルダモン、梨花
［M］サンザシ、ニオイイリス
［L］パチョリ、バニラ、ラズベリー

【原材料】エタノール**（小麦由来）、�
香料、ダマスクバラ花水*
全成分100％自然由来�
全成分の90％は有機認定原材料

箱サイズ：W2×D2×H11ｃｍ
商品番号：AC3410�
JANコード：3700343023410

アコレル　シークレットガーデン
森林浴をしているようなウッディな香り。
レモンとシダーをブレンド。森林浴をしているような深いウッディな香りでリフ
レッシュさせ、集中力とポジティブな気分をもたらします。

［T］シトロン、ベルガモット、カルダモン
［M］アヤメ、ラベンダー
［L］パチョリ、ヒマラヤスギ

【原材料】エタノール**（小麦由来）、�
ハマメリス葉水*、香料
全成分100％自然由来�
全成分の92％は有機認定原材料

箱サイズ：W2×D2×H11ｃｍ
商品番号：AC3403�
JANコード：3700343023403
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サンケア
原産国：フランス
*は有機栽培　**有機栽培原材料由来 ロット：6

サンプロテクションスプレー50
（フェイス・ボディ用）

100ml　4,180円（税抜価格3,800円）

肌にすっとなじみ、べたつかないミルクタイプ。無香料で敏
感肌の方にもおすすめ。特許取得の花粉・プロポリスベー
スの抗酸化成分を使用し、エイジング効果抜群。化粧下地
としてもお使いいただけます。

【原材料】炭酸ジカプリリル、酸化チ
タン、クロヨナ種子油*、ジカプリリル
エーテル、変性アルコール**（小麦由
来）、ダイズ油*、ジイソステアリン酸ポ
リグリセリル-3、水酸化AI、ステアリン
酸、ヨーロッパキイチゴ種子油、ハイブ
リッドヒマワリ油*、オリー果実油*、トコ
フェロール、プロポリスエキス*、花粉
エキス*、ウコン根エキス*

製造後期限：�製造後36ヶ月/開封後12ヶ月
箱サイズ：W5.３×D5.３×H1９.５ｃｍ
商品番号：AC6242�
JANコード：3700343046242

サンプロテクションクリーム50+
（フェイス・ボディ用）

50ml　3,410円（税抜価格3,100円）

うるおいを与え、しっとりしたお肌に導くクリームタイプ。
鎮静力のあるビサボロールと抗酸化のセサミオイル配合、
香料不使用のため、０歳児の赤ちゃんから使用できます。日
焼け止めで荒れてしまう敏感肌の方にもおすすめ。

【原材料】炭酸ジカプリリル、酸化チタ
ン、水、ダマスクバラ花エキス*、ミツロ
ウ*、水酸化Al、ステアリン酸、ジイソ
ステアリン酸ポリグリセリル－３、イソ
ステアリン酸ソルビタン、ポリリシノレ
イン酸ポリグリセリル－３、ステアリン
酸ポリグリセリル－６、グリセリン、ゴマ
油*、マルバチシマクロノリエキス*、ビ
サボロール、ヒマワリ種子油、トコフェ
ロール、カプリル酸ソルビタン、安息香
酸Na、ベヘン酸ポリグリセリル－６、ソ
ルビン酸K、ローカストビーンガム、キ
サンタンガム、クエン酸.

製造後期限：�製造後36ヶ月/開封後6ヶ月
箱サイズ：W４.５×D4×H14.5ｃｍ
商品番号：AC6082�
JANコード：3700343046082

ヘアオイルミスト　ジャスミン＆オレンジ
100ml　3,080円（税抜価格2,800円）

カランジャオイル（クロヨナ種子油）やアーチチョーク葉エ
キスが、紫外線や海水などのダメージから髪を守ります。
植物由来のアミノ酸がツヤを与え、しっとり感をキープして
美しい髪へ。ジャスミン、オレンジ、バニラの華やかでトロ
ピカルな香り。

【原材料】レモン果実水*、水、ヒマワリ
種子油*、クロヨナ種子油*、ダイズ油*、
カプリル酸ヤシ油アルキル、プロパン
ジオール、塩化Ｎａ、オオミテングヤ
シ果実油*、グリセリン、ＰＣＡポリグリ
セリル－３、アーチチョーク葉エキス、
酢**、香料、トコフェロール、安息香酸Ｎ
ａ、クエン酸、カプリン酸ポリグリセリル
－４、ソルビン酸Ｋ、グルコノラクトン、
グルコン酸Ｃａ、

製造後期限：�製造後36ヶ月/開封後12ヶ月
本体サイズ：W3.7×D3.7×H15ｃｍ
商品番号：AC6129�
JANコード：3700343046129

リフレッシュロールオン

50ml　1,595円（税抜価格1,450円）
原産国：フランス
*は有機栽培

ロット：6
製造後期限：製造後3年、開封後12カ月�
本体サイズ：W4×D4×H9ｃｍ

リフレッシュロールオン　ワイルドローズ

ローズ、ラズベリー、バニラなどの�
甘くフローラルな香り。

【原材料】水、アルムK、セイヨウナツユキソウ花
水*、サッカロミセス培養物、アーモンドオレオ
ソーム、キサンタンガム、アロエベラ葉汁*、グリ
セリン、香料、グルコノラクトン、炭酸水素Ｎａ、
ベンジルアルコール、デヒドロ酢酸、安息香酸�
Ｎａ、ソルビン酸Ｋ

商品番号：AC0889
JANコード：3700343040899

リフレッシュロールオン　ベルガモットロータス

ベルガモット、シダーウッド、レモンなどの�
さわやかでボタニカルな香り。

【原材料】水、アルムK、セイヨウナツユキソウ花
水*、サッカロミセス培養物、アーモンドオレオ
ソーム、キサンタンガム、アロエベラ葉汁*、グリ
セリン、香料、グルコノラクトン、炭酸水素Ｎａ、
ベンジルアルコール、デヒドロ酢酸、安息香酸
Na、ソルビン酸K

商品番号：AC0912
JANコード：3700343040912

リフレッシュロールオン　シトラスモリンガ

レモン、オレンジ、ミントなどのすっきりとした�
フレッシュな香り。

【原材料】水、アルムK、セイヨウナツユキソウ花
水*、サッカロミセス培養物、アーモンドオレオ
ソーム、キサンタンガム、アロエベラ葉汁*、グリ
セリン、香料、グルコノラクトン、炭酸水素Ｎａ、
ベンジルアルコール、デヒドロ酢酸、安息香酸�
Ｎａ、ソルビン酸Ｋ

商品番号：AC0929
JANコード：3700343040929


