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自らの力で輝く肌へ 
マルティナ　オーガニックスキンケア

マルティナのはじまり マルティナ社の歴史は、創立者のマルティナ氏自身が幼い頃に犬に咬まれて頬に傷を負ったことに始まり
ます。10年以上消えなかった傷跡をほぼ消し去ったのは、ハーブにウールワックスを調合したナチュラルな
クリーム。自らの体験によって植物の持っている大きな力を知ったマルティナ氏は、肌と薬草、自然療法の
研究を始め、1986年春、ドイツ・バイエルン地方にある自然保護区域にマルティナ社を設立しました。バイ
オダイナミック農法で栽培された植物と自然素材にこだわり、植物の力を最大限に引き出したスパゲリック
エッセンスを使うマルティナの製品は、「肌自身の再生力を高める」スキンケアです。

品質 ⃝自然界にある原材料のみを使用し、化学合成原料、遺伝子組み換え原料は使用しません。
⃝バイオダイナミック農法により栽培された植物、有機栽培植物を使用します。
⃝バイオダイナミック原理に従って作った、スパゲリックエッセンス※を製品に使用します。
※�スパゲリックエッセンス／スパゲリック法と呼ばれる古代の製法（蒸留、洗浄、灰化のプロセス）を通して植物のエキスや塩を取り出してつく
られたエッセンスで、肌に変化を起こす力となります。

マルティナが選ばれる理由 ⃝�全商品でデメター認定を取得
数あるオーガニック認証の中で最も基準が厳しい、ともいわれるデメター認証。マルティナは全商品にバ
イオダイナミック農法の原料を使用し、デメター認証を取得しています。オーガニックをより深く追求し
たいユーザーにも認められる希少なスキンケア製品です。

⃝様々な肌タイプをカバーする豊富なシリーズ
デイリーケアが5ライン、その他スペシャルケア、ポイントケア、ベビーケアなど、豊富なラインナップが
揃っています。肌の状態や年齢、季節に応じて使い分けを楽しめます。

⃝多くの美容関係者が推薦
マルティナのホームページには、多くの美容関係者の方々からメッセ―ジをいただいています。マルティ
ナを愛用する理由、他のオーガニック製品との違いなどを様々な視点でご紹介してくださっています。マ
ルティナの力強いアンバサダーです。
マルティナ公式HP「美容賢者からマルティナへのメッセージ」
http://www.martinaorganicskincare.com/columns

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

店頭販売は不可とし、インターネット、カタログ、
宅配、エステ、サロンなどでの販売のみとする。
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商品ラインナップ

ローズシリーズ�
～ドライスキン、オールスキン～
「究極のオーガニック農法」と呼ばれているバイオダイナ
ミック農法。バイオダイナミック農法により栽培されたダ
マスクバラ花水のみを贅沢に使用した究極のローズシリー
ズ。バラの宝石ダマスクローズの芳醇さにフレッシュなハ
イビスカスをブレンド。思わず深呼吸してしまう心地よい香
り。

シアーナシリーズ
～センシティブスキン～
古来から肌と髪を守る天然のクリームとして使用されてき
たシアバター。オーガニックシアバターを中心に香料（エッ
センシャルオイル）、エタノール不使用のデリケートな肌に
おすすめのシリーズ。エルダーフラワーとダマスクバラの
繊細な穏やかな香り。

ジンセナシリーズ
～ドライスキン、くすみ、ゆらぎスキン～
オタネニンジン（別名チョウセンニンジン）は古くから生薬
として不老長寿の薬として使われてきました。オタネニン
ジンの根のエキスが天然保湿成分を含み乾燥をはじめみ
ずみずしい美肌へと導くために生まれたシリーズ。メリッサ
ハーブの香りにオタネニンジンの和漢植物を調合したオリ
エンタルな香り。

ハッピーエイジシリーズ�
～エイジングスキン～
エイジングケアに。キャッツクロウ、スイレンの花のエキス
がキメを整え、弾力のある肌へ導きます。

サルビアシリーズ�
～オイリースキン、コンビネーションスキン～
マルティナ女史が自身が10代の頃に処方されたクリーム
の中に配合されていたハーブ�サルビア。使い始めて、悩ん
でいた肌がなめらかになった経験から誕生したサルビアレ
シピのシリーズ。セージ、ハマメリスの気分をリフレッシュ
してくれるさわやかな香り。

カレンドラシリーズ
カレンドラ（トウキセンカ）は古くから和漢植物として知ら
れ、ヨーロッパでメディカルハーブとして重宝されてきた
ハーブ。カレンドラをヒマワリ油に浸し、太陽光に当てなが
らエキスを抽出させる伝統的な製法で作られたオイル製
品をはじめ、外部の刺激や乾燥から肌を守り、新生児から
大人の敏感な肌にもおすすめです。

スペシャルケア
デイリーケアにプラスしてケアすることで理想的な肌に近
づきます。ピーリング、マスク、集中ケアまで肌のニーズに
合わせてお選びください。

ポイントケア　
シアバター、カカオバターをベースにしたテクスチャーが
繊細な目もと口もとにうるおいを与え、乾燥を防ぎます。

ハンドケア　
オリーブ油、ヒマワリ油が乾燥による手のかさつきと爪に
うるおいを与えます。
柑橘系のさわやかな香りに包まれます。

取得認証
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商品一覧

ローズシリーズ（ドライスキン、オールスキン）
**demeter�、�*bio�

原産国:ドイツ

ローズ 
クレンジングミルク

150mL�
4,400円�
（税抜価格4,000円)

オリーブ果実油をベースに、ダマスク花エキス、ハイビスカス花エキスが肌にうるお
いをバランスよく与え、うるおいを残しながらメイクや汚れを落とします。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ダマスクバラ花エキス**、ハイビスカス花エキス**、ハマメリス花水**、
セイヨウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココ
ナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5×H16.3cm
商品コード：MG21201
JANコード：4032061012018

ローズ 
フェイシャルローション

100mL�
3,300円�
（税抜価格3,000円）

ハマメリス花水、ダマスク花エキスの収れん作用が肌のキメを整え、ローズヒップ果
実エキス、ハイビスカスエキスがうるおいを与えます。

【原材料】水、エタノール**（ライ麦由来）、ダマスクバラ花エキス**、カニナバラ果実エキス*、ハイビスカ
ス花エキス**、ハマメリス花水**、香料**（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H11.8cm
商品コード：MG21211
JANコード：4032061012117

ローズ 
モイスチャーミルク

100mL�
4,950円�
（税抜価格4,500円）

シアバター、カカオバター配合のやさしいテクスチャーに、有機ダマスク花エキス、有
機ハイビスカス花エキス、有機エルダーフラワーエキスが肌をやさしくいたわり、乾
燥から肌を守ります。

【原材料】水、オリーブ果実油**、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂**、ダマスクバラ花エキス**、ハイビ
スカス花エキス**、セイヨウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリル
アルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Ｎａ（パーム油またはココナッツ油由来）、香料*（エッセ
ンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H14.6cm
商品コード：MG21231
JANコード：4032061012315

ローズ 
クリーム

50mL�
4,950円�
（税抜価格4,500円）

ローズヒップ油、アボカド油、オリーブ果実油などが肌にうるおいを与えます。シアバ
ター、ココナッツバターがクリームにコクを与え、ハイビスカス花エキス、ダマスク花
エキス、エルダーフラワーエキス配合で乾燥をケアし、もっちりとした肌へ導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ヒマワリ種子油**、アボカド油*、ラノリン（ウールワックス）、カニナバラ
果実油*、シア脂*、ミツロウ**、カカオ脂**、ダマスクバラ花エキス**、ハイビスカス花エキス**、セイヨ
ウニワトコエキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5.7×H6cm
商品コード：MG21001
JANコード：4032061010014

シアーナシリーズ（センシティブスキン）
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

シアーナ 
クレンジングミルク

150mL�
4,180円�
（税抜価格3,800円）

シアバター配合で肌をやさしくいたわりながら、メイクや汚れを落とします。ローズ
ウォーターが敏感になっている肌を保護しうるおいのある肌へ整えます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、シア脂*、セイヨウニワトコエキス**、ダマスクバラ花水**、セタノール
（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パー
ム油またはココナッツ油由来）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5×H16.3cm
商品コード：MG21207�
JANコード：4032061012070

シアーナ 
フェイシャルローション

100mL�
3,300円�
（税抜価格3,000円）

エルダーフラワー、ダマスクバラが肌をなめらかに整え、うるおいのあるしなやかな
肌を保ちます。エタノール、エッセンシャルオイル無配合のシンプルな成分。

【原材料】水、セイヨウニワトコ花水**、ダマスクバラ花水**

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H11.8cm
商品コード：MG21217
JANコード：4032061012179
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シアーナ 
モイスチャーミルク

100mL�
4,400円�
（税抜価格4,000円)

シアバター、カカオバター配合で肌なじみのよいさっぱりとしたテクスチャー。生命
力のあふれるエルダーフラワーエキスがハリのある肌に導きます。

【原材料】水、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂**、ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコエキス**、セ
タノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸
Na（パーム油またはココナッツ油由来）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H14.6cm
商品コード：MG21239
JANコード：4032061012391

シアーナ 
クリーム

50mL�
4,400円�
（税抜価格4,000円)

デリケートな肌、季節の変わり目で敏感になっている肌にローズウォーターがやさし
く鎮静、保湿し、有機シアバター、有機カルナウバロウ配合でリッチでコクのあるク
リーム。乾燥をケアし、もっちりとした肌へ導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ラノリン（ウールワックス）、シア脂*、ダマスクバラ花水**、カルナウバロ
ウ*、カカオ脂**、セイヨウニワトコエキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5.7×H6cm
商品コード：MG21005
JANコード：4032061010052

ジンセナシリーズ（ドライスキン、くすみスキン、ゆらぎスキン）
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

ジンセナ 
クレンジングミルク

150mL�
4,950円�
（税抜価格4,500円）

オタネニンジン（天然保湿成分）をはじめ生命力あふれる菩提樹エキス、メリッサエキ
スがハリを与えながら、しっとりと洗い上げます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、フユボタイジュ葉エキス**、オタネニンジン根エキス*、ダマスクバラ花
水**、メリッサ葉エキス**、セイヨウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セ
テアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料**
（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5×H16.3cm
商品コード：MG21203
JANコード：4032061012032

ジンセナ 
フェイシャルローション

100mL�
4,070円�
（税抜価格3,700円）

ハリやツヤの失われた肌にオタネニンジン（天然保湿成分）、菩提樹のエキスがうる
おいとしなやかさを与えます。頑張り続ける肌をリフレッシュし、ハマメリス花水がみ
ずみずしい素肌に導きます。

【原材料】水、エタノール**（ライ麦由来）、オタネニンジン根エキス*、フユボタイジュ花エキス**、ハマメ
リス花水**、香料**（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H11.8cm
商品コード：MG21214
JANコード：4032061012148

ジンセナ 
モイスチャーミルク

100mL�
5,500円�
（税抜価格5,000円）

アーモンド油、シアバター配合で肌なじみのよいさっぱりとしたテクスチャー。オタネ
ニンジン（天然保湿成分）、ニンジン根エキス、菩提樹エキスがハリのあるツヤ肌に導
きます。

【原材料】水、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂**、オタネニンジン根エキス*、フユボタイジュ花エキ
ス**、メリッサ葉エキス**、ニンジン根エキス**、ハマメリス花水**、ダマスクバラ花水**、セイヨウニワ
トコエキス**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、
セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料**（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H14.6cm
商品コード：MG21233
JANコード：4032061012339

ジンセナ 
クリーム

50mL�
5,500円�
（税抜価格5,000円）

シアバター、カカオバター配合でリッチでコクのあるテクスチャーのクリーム。乾燥を
ケアし、もっちりとした肌へ導きます。オタネニンジン（天然保湿成分）、ダマスクバラ
花水、ハマメリス花水が乾燥による小じわを目立たなくします。

【原材料】水、アーモンド油**、ラノリン（ウールワックス）、シア脂*、カカオ脂**、ミツロウ**、オタネニン
ジン根エキス*、ニンジン根エキス**、プロポリスエキス**、メリッサ葉エキス**、フユボタイジュ花エキ
ス**、ハマメリス花水**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）、セイヨウニワトコエキス**、香料**（エッセン
シャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5.7×H6cm
商品コード：MG21008
JANコード：4032061010083
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サルビアシリーズ（オイリースキン、コンビネーションスキン）
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

サルビア 
クレンジングミルク

150mL�
4,180円�
（税抜価格3,800円）

肌を引き締めることで知られるセージエキス、ハマメリス花水配合。メイクや毛穴の
汚れを落とし、過剰な皮脂をやさしくオフ。マートル葉エキス、エルダーフラワーエキ
スがうるおいのある肌に保ちます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、セージ葉エキス**、ハマメリス花水**、ギンバイカ葉エキス、セイヨウ
ニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由
来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）�

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5×H16.3cm
商品コード：MG21202
JANコード：4032061012025

サルビア 
フェイシャルローション

100mL�
3,300円�
（税抜価格3,000円）

セージエキス、オオバコエキスがオイリー肌をさっぱりとなめらかに整え、ざらつく肌
を引き締めます。フレッシュハーブの爽快な香り。

【原材料】水、エタノール**（ライ麦由来）、セージ葉エキス**、ハマメリス花水**、ヘラオオバコ葉エキ
ス**、タチジャコウソウ葉エキス**、香料*（エッセンシャルオイル）�

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H11.8cm
商品コード：MG21212
JANコード：4032061012124

サルビア 
モイスチャーミルク

100mL�
4,400円�
（税抜価格4,000円)

肌なじみのよいアーモンド油、シアバター配合でさっぱりとしたテクスチャー。セージ
エキスが肌に清涼感を与えながらエルダーフラワーエキス、オリーブ果実油がハリと
うるおいを保ちます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂**、セージ葉エキス**、ハマメリス
花水**、セイヨウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール
（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料*（エッセンシャルオ
イル）��

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H14.6cm
商品コード：MG21232
JANコード：4032061012322

サルビア 
クリーム

50mL�
4,400円�
（税抜価格4,000円)

リッチでコクのあるテクスチャーのシアバター、カカオバター配合のクリーム。オイ
リーに傾いた肌をセージ葉エキス、ハマメリス花水が皮脂バランスを整え、うるおい
としなやかさのある肌に導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ラノリン（ウールワックス）、シア脂*、カカオ脂**、ミツロウ**、セージ
葉エキス**、メリッサ葉エキス**、ヘラオオバコ葉エキス**、セイヨウハッカ葉エキス**、ハマメリス花
水**、セイヨウニワトコエキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月　�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5.7×H6cm
商品コード：MG21002
JANコード：4032061010021

ハッピーエイジシリーズ（エイジングスキン、くすみ肌、ハリが失われた肌）
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

ハッピーエイジ 
クレンジングミルク

150mL�
5,500円�
（税抜価格5,000円）

ブドウ種子油、オリーブ果実油が年齢を重ねた肌をやさしくいたわりながら、メイクと
汚れを落とします。キャッツクロウエキス、ニンジン根エキスがうるおいに満ちたハリ
のある肌へと導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ブドウ種子油*、ウンカリアトメントサエキス、ニンジン根エキス**、セイ
ヨウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ
油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料（エッセンシャルオイル）�

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5×H16.3cm
商品コード：MG21208
JANコード：4032061012087

ハッピーエイジ 
フェイシャルローション

100mL�
4,400円�
（税抜価格4,000円)

ネロリ花水、ダマスクバラ花水が肌にうるおいを与えキメを整えます。ブドウ果実エ
キス、キャッツクロウエキスがうるおいを与え、パッティングで皮膚を刺激することに
より、肌をフレッシュします。

【原材料】水、ダマスクバラ花水**、オレンジ花水**、エタノール**（ライ麦由来）、ブドウ果実エキス**、ウ
ンカリアトメントサエキス、香料（エッセンシャルオイル）��

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H11.8cm
商品コード：MG21220
JANコード：4032061012209
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ハッピーエイジ 
モイスチャーミルク

100mL�
7,150円�
（税抜価格6,500円）

アーモンド油、シアバター配合で肌なじみのよいさっぱりとしたテクスチャー。エル
ダーフラワーエキス、ニンジン根エキスが肌の水分をしっかり保持し、キャッツクロウ
エキスがもちもちと弾力ある素肌へと導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、シア脂*、カカオ脂**、ブドウ果実エキス**、ウンカリアトメントサエキ
ス、ニンジン根エキス**、トコフェロール（サンフラワー由来）、セイヨウニワトコエキス**、セタノール
（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パー
ム油またはココナッツ油由来）、香料（エッセンシャルオイル）�

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径4.8×H14.6cm
商品コード：MG21230
JANコード：4032061012308

ハッピーエイジ 
クリーム

50mL�
7,150円�
（税抜価格6,500円）

キャッツクローエキス、ザクロ種子油がキメの整った、もっちり弾力のある肌に導きま
す。シアバター、カカオバター配合のリッチでコクのあるクリーム。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ラノリン（ウールワックス）、ミツロウ**、シア脂*、カカオ脂**、ブドウ種
子油*、ザクロ種子油*、ニンジン根エキス**、ウンカリアトメントサエキス、ダマスクバラ花水**、セイヨ
ウニワトコエキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料（エッセンシャルオイル）�

ロット:1
製造後期限:�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ:�直径5.7×H6cm
商品コード：MG21017
JANコード：4032061010175

カレンドラシリーズ
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

カレンドラ 
ベビーオイル

100mL�
3,740円�
（税抜価格3,400円）

カレンドラが肌をやさしくいたわり、なめらかに保ちます。ヒマワリ種子油配合で肌の
敏感な方、赤ちゃんのデリケートな肌になじむシンプルな成分。

【原材料】ヒマワリ種子油**、トウキンセンカ花エキス**

ロット：1
製造後期限：�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径4.8×H11.8cm�
商品コード：MG21186
JANコード：4032061011868

カレンドラ 
ベビークリーム

50mL�
3,300円�
（税抜価格3,000円）

カレンドラエキス、オリーブ果実油がデリケートな肌をやさしく包みこみ、外部の刺激
や乾燥から守ります。もっちりうるおいのある肌に導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ラノリン（ウールワックス）、ミツロウ**、トウキンセンカ花エキス**、ダ
マスクバラ花水**、セイヨウニワトコエキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）

ロット：1
製造後期限：�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径5.7×H6cm
商品コード：MG21103
JANコード：4032061011035

スペシャルケア
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

ピーリングソフト

100mL�
5,500円�
（税抜価格5,000円）

毛穴の汚れが気になる時に天然泥、オリーブ種子とセイヨウニワトコ種子の粉末が、
ごわつく肌をやわらかくしつるつるにします。ローズヒップ果実エキス、マルメロ果実
エキスが肌にうるおいを鎮静を与え、やさしくマッサージすることで血行のよい肌に
導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、オリーブ種子*、セイヨウニワトコ種子粉末**、レス、カニナバラ果実エ
キス*、マルメロ果実エキス**、ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコエキス**、チャ葉エキス**、トコ
フェロール（ヒマワリ油由来）、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココ
ナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）�

ロット:1
製造後期限：��製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径6.7×H7cm
商品コード：MG21129
JANコード：4032061011295

7ハーブマスク

100mL�
6,600円�
（税抜価格6,000円）

�肌を引き締めハリを与えるセージ、メリッサ、オオバコ、タイム、ペパーミント、スギ
ナ、ヤロウの7種のハーブがキメを整え、みずみずしい素肌へと導きます。

【原材料】水、オリーブ果実油**、アーモンド油**、ラノリン（ウールワックス）、シア脂*、カカオ脂**、ミ
ツロウ**、セージ葉エキス**、メリッサ葉エキス**、ヘラオオバコ葉エキス**、タチジャコウソウ葉エキ
ス**、セイヨウハッカ葉エキス**、スギナ葉エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、セイヨウニワト
コエキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料**（エッセンシャルオイル）�

ロット:1
製造後期限：��製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径6.7×H7cm
商品コード：MG21006
JANコード：4032061010069
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ポイントケア
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

アイケアクリーム

15mL�
3,520円�
（税抜価格3,200円）

保湿成分アボカド油、オリーブ果実油を配合。シアバターが繊細な目の周りにしっと
りとしたうるおいを与えます。ダマスクバラ花水、ネロリ花水がうるおいを与え目元
の乾燥による小じわを目立たなくします。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ラノリン（ウールワックス）、アボカド油*、ダマスクバラ花水**、オレンジ
花水**、ミツロウ**、カカオ脂**、シア脂*、セイヨウニワトコエキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）

ロット:1
製造後期限：��製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径4.4×H4.3cm
商品コード：MG21111
JANコード：4032061011110

リップバルサム

15mL�
2,090円�
（税抜価格1,900円）

ハチミツやダマスクバラが口元にツヤとうるおいを与え、乾燥を防ぎます。シアバ
ター、カカオバター配合で口紅の下地としてもおすすめです。

【原材料】】アーモンド油**、ラノリン（ウールワックス）、ミツロウ**、カカオ脂**、シア脂*、ハチミツ**、ト
コフェロール（ヒマワリ油由来）、ダマスクバラ花油**

ロット:1
製造後期限：�製造後20ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径4.4×H4.3cm
商品コード：MG21112
JANコード：4032061211121

ハンドケア
**demeter�、�*bio�

原産国：ドイツ

カミーレハンドクリーム

100mL�
3,520円
（税抜価格3,200円）

シアバター、カカオバター配合の肌なじみのよいさっぱりとしたテクスチャーのハン
ドクリーム。乾燥による指先のかさつきに悩まされがちな肌をオリーブ果実油がやわ
らかくし、しなやかさと弾力を与えます。カモミールなどフレッシュな柑橘系の香り。

【原材料】水、オリーブ果実油**、ラノリン（ウールワックス）、ミツロウ**、シア脂*、カカオ脂**、カミツレ
花エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコエキス**、チャ葉
エキス**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料**（エッセンシャルオイル）

ロット:1
製造後期限：�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径6.7×H7cm
商品コード：MG21209
JANコード：4032061212098

ハンドローション

100mL�
2,970円�
（税抜価格2,700円）

すっきりとしたオレンジが香る、カモミール配合のみずみずしいテクスチャーのロー
ション。お肌にすばやくなじんで、なめらかに仕上げます。

【原材料】水、ヒマワリ種子油**、カミツレ花エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、セイヨウニワト
コエキス**、ダマスクバラ花水**、セタノール（ココナッツ油、オリーブ油由来）、セテアリルアルコール
（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料**（エッセンシャル
オイル）�

ロット:1
製造後期限：�製造後18ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径4.8×H14.6cm
商品コード：MG21309
JANコード：4032061213095

ネイルバルサム

15mL�
2,530円�
（税抜価格2,300円）

オリーブ果実油、シアバターが爪にうるおいとツヤを与え、みずみずしい指先へと導
きます。アーモンド油、ニーム種子油など、爪をより美しく保つオイルを配合。

【原材料】オリーブ果実油**、ラノリン（ウールワックス）、ミツロウ**、アーモンド油**、シア脂*、カカオ
脂**、カミツレ花エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、ハチミツ**、メリアアザジラクタ種子油*、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料**（エッセンシャルオイル）�

ロット:1
製造後期限：�製造後20ヵ月�

開封後3ヵ月
本体サイズ：直径6.7×H7cm
商品コード：MG21300
JANコード：4032061013008


