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デンマーク生まれのハーブボディケア

株式会社 おもちゃ箱
〒145ｰ0076 東京都大田区田園調布南26-12
https://www.omochabako.co.jp/brand/
urtekram
• 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。
•原料は全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。

ウルテクラム社 海に囲まれた自然の美しい国、デンマーク。エコや社会福祉の先進国でもあるこの地で、1972年にウルテクラ
ム社は誕生しました。デンマーク語で、ウルテ（Urte）は「ハーブ」、クラム（Kuram）は「良質の」。その名の通り、
ウルテクラムは厳選した原料と伝統的なハーブ処方から、質の高いボディケア製品を生み出してきました。風力
エネルギーや自然素材を活かした生産活動にもこだわり、デンマークのオーガニック市場を牽引しています。

ウルテクラムのこだわり

取得認証   

コスモス オーガニック ノットアニマルテスト ヴィーガン 国際アレルギー認定
(Allergy-Certified)

商品ラインナップ

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。

⃝合成保存料、パラベン不使用
⃝自然由来の原料と植物成分のみを使用
⃝無香料製品で国際アレルギー認定取得
※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。

シャンプー＆コンディショナー
植物性の洗浄成分を使い、泡立ちがよく、きし
みにくいオーガニックシャンプー＆コンディショ
ナー。植物の特性を生かし、様々な髪のタイプに
対応するラインナップです。

ハミガキ
界面活性剤、フッ素不使用のシンプル処
方。アロエベラエキス配合でデリケート
な口内を刺激から守り、健やかに保ちま
す。オーガニックエッセンシャルオイル
配合。喘息・アレルギー協会認定商品。

デュオクリスタル
天然のミョウバン石を配合したボディー
ケアローション。使いやすいロールオン
タイプで、汗ばむ季節に肌をさわやか
に保ちます。オーガニックエッセンシャ
ルオイル配合、アルコールフリー。

ベビースキンケア
新生児からお使いいたける無香料のベ
ビーウォッシュ＆ベビーローション。目
にしみるような成分は不使用。国際アレ
ルギー認定商品。
※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。

近代的かつ、機能性をイメージした 
モダンなデザイン
ウルテクラムはオーガニック製品に機能性も
しっかりと求めてゆきます。ナチュラルなイ
メージに固執せず、機能性のあるオーガニック
製品であることが伝わるよう、パッケージデザ
インにもこだわっています。

オーガニックでもリーズナブル
ウルテクラムは本国でボディケア製品の他、
食品なども幅広く製造販売するメーカーで
す。デイリーユースとしてオーガニック製品
が普及することを大切に考え、お買い求め
安い価格設定にこだわっています。
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オーガニックシャンプー 
ローズ 

（ディープモイスチャーケア）

UR83701
250mL　1,500円（＋税） アロエベラ、グリセリン、甜菜エキス、ダマスクバラエキスが髪に潤いを与えます。

気持ちが明るくなるような華やかなローズの香り。
乾燥が気になる髪におすすめです。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、ココアルキル硫酸Ｎａ、グリセリン**、ヤシ油アルキルグルコシド、
ラウリルグルコシド、オレイン酸グリセリル、塩化Ｎａ、ダマスクバラ花エキス*、ニオイテンジクアオイ
油*、香料、カプリン酸ポリグリセリル－４、キサンタンガム、リゾレシチン、カプリル酸ヤシ油アルキル、
加水分解コーンスターチ、ビートエキス、トコフェロール、シトステロール、スクワレン

原産国:デンマーク

オーガニックシャンプー 
ノルディックベリー 

（ダメージケア）

UR83651
250mL　1,500円（＋税） ヒアルロン酸、ビルベリー、クランベリー、サンドロン、ローズヒップのビタミンや栄

養が髪に深い潤いを与え、柳の樹皮エキスが頭皮のバランスをサポートし、他の植
物成分の効果をより強めてくれます。甘酸っぱいベリーの香り。
ダメージが気になる髪におすすめです。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、ココアルキル硫酸Na、 ヤシ油アルキルグルコシド、グリセリン**、
ラウリルグルコシド、オレイン酸グリセリル、クランベリー果実エキス*、セイヨウシロヤナギ樹皮エキ
ス*、ヒポファエラムノイデス果実エキス*、ビルベリー果実エキス*、サトウキビエキス*、カニナバラ果
実エキス*、塩化Ｎａ、オレンジ果皮油*、レモン果皮油*、ヒアルロン酸Ｎａ、香料、カプリン酸ポリグリセ
リル－４、カプリル酸ヤシ油アルキル、リゾレシチン、キサンタンガム、トコフェロール、シトステロール,
スクワレン

原産国:デンマーク

オーガニックシャンプー 
ココナッツ 

（キューティクルケア）

UR83771
250mL　1,500円（＋税） ココナッツ果汁、デイジー花エキスが髪に潤いを与え、いきいきとしたツヤ髪へと導

きます。ココナッツの自然な甘い香り。
髪にツヤが欲しい方におすすめです。

【原材料】水、ココヤシ果実エキス*、ココアルキル硫酸Ｎａ、ヤシ油アルキルグルコシド、アロエベラ葉
エキス*、ラウリルグルコシド、香料、オレンジ果皮油*、ラミナリアディギタータエキス*、オレイン酸グ
リセリル、塩化Ｎａ、カプリン酸ポリグリセリル－４、キサンタンガム、ヒナギク花エキス、マグノリアオ
フィシナリス樹皮エキス、トコフェロール、シトステロール、スクワレン

原産国:デンマーク

オーガニックシャンプー 
ネトル

（スカルプケア）

UR83717
250mL　1,500円（＋税） ヨーロッパでは2000年以上も前から使われているという伝統的なハーブであるネト

ルと、マグノリア樹皮エキス、アロエベラが頭皮のバランスを健やかに整えます。すっ
きりとしたグリーン系の香り。
フケ、かゆみといった頭皮トラブルが気になる方におすすめです。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、ココアルキル硫酸Na、グリセリン**、ヤシ油アルキルグルコシド、
ラウリルグルコシド、オレイン酸グリセリル、塩化Ｎａ、セイヨウイラクサエキス*、ゴボウ根エキス*、ニ
オイテンジクアオイ油*、イタリアイトスギ油*、ベルガモット果実油*、コウスイガヤ油*、ラウロイルラク
チレートＮａ、香料、カプリン酸ポリグリセリル－４、キサンタンガム、リゾレシチン、カプリル酸ヤシ油ア
ルキル、トコフェロール、シトステロール、スクワレン、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス

原産国:デンマーク

オーガニックシャンプー 
無香料 

（モイスチャーケア）

UR83581
250mL　1,500円（＋税） アロエベラとグリセリンが髪に潤いを与えます。無香料タイプなので香料に敏感な

方やお子様にもおすすめです。

【原材料】水、ココアルキル硫酸Ｎａ、アロエベラ葉エキス*、グリセリン**、ラウリルグルコシド、ヤシ油
アルキルグルコシド、カプリル酸グリセリル、オレイン酸グリセリル、ココイルグルタミン酸Ｎａ、カプリ
ン酸ポリグリセリル－４、ウンデシレン酸グリセリル、トコフェロール、シトステロール、スクワレン、塩化
Ｎａ、乳酸

ロット：3
原産国:デンマーク
製造後期限：2年5ヶ月 
本体サイズ: 
直径5.1×H17.3cm

オーガニックコンディショナー
ローズ

（ディープモイスチャーケア）

UR83936
180mL　1,500円（＋税） アロエベラ、グリセリン、甜菜エキス、ダマスクバラエキスが髪に潤いを与えます。

気持ちが明るくなるような華やかなローズの香り。
乾燥が気になる髪におすすめです。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、グリセリン**、セテアリルアルコール、カプリル酸ヤシ油アルキル、
レシチン、カプリル酸グリセリル、 野菜油、セテアリル硫酸Ｎａ、ダマスクバラ花エキス*、ニオイテン
ジクアオイ油*、セタノール、ステアリン酸グリセリル（SE）、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス、トコ
フェロール、シトステロール、スクワレン、香料

原産国:デンマーク

シャンプー＆コンディショナー

植物性の洗浄成分を使い、泡立ちがよくきみにくいオーガニックシャンプー＆コンディショナー。
植物の特性を生かし、様々な髪のタイプに対応するラインナップです。
*は有機栽培原料　 **は有機栽培減量由来
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オーガニックコンディショナー
ノルディックベリー

（ダメージケア）

UR83649
180mL　1,500円（＋税） ヒアルロン酸、ビルベリー、クランベリー、サンドロン、ローズヒップのビタミンや栄

養が髪に深い潤いを与え、柳の樹皮エキスが頭皮のバランスをサポートし、他の植
物成分の効果をより強めてくれます。甘酸っぱいベリーの香り。
ダメージが気になる髪におすすめです。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、グリセリン**、セテアリルアルコール、カプリル酸ヤシ油アルキ
ル、カプリル酸グリセリル、レシチン、クランベリー果実エキス*、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス*、ヒ
ポファエラムノイデス果実エキス*、ビルベリー果実エキス*、サトウキビエキス*、カニナバラ果実エキ
ス*、野菜油、セテアリル硫酸Ｎａ、セタノール、ステアリン酸グリセリル(ＳＥ)、オレンジ果皮油*、レモン
果皮油*、ヒアルロン酸Ｎａ、香料、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス、トコフェロール、シトステロー
ル、スクワレン、水酸化Ｎａ

原産国:デンマーク

オーガニックコンディショナー
ココナッツ

（キューティクルケア）

UR83910
180mL　1,500円（＋税） ココナッツ果汁、デイジー花エキスが髪に潤いを与え、いきいきとしたツヤ髪へと導

きます。ココナッツの自然な甘い香り。
髪にツヤが欲しい方におすすめです。

【原材料】アロエベラ葉エキス*、水、グリセリン**、セテアリルアルコール、カプリル酸ヤシ油アルキル、
レシチン、カプリル酸グリセリル、ヤシ油*、ココヤシ果実エキス*、野菜油、セテアリル硫酸Ｎａ、セタ
ノール、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス、トコフェロール、シトステ
ロール、スクワレン、オレンジ果皮油*、香料

原産国:デンマーク

オーガニックコンディショナー
ネトル

（スカルプケア）

UR83616
180mL　1,500円（＋税） ヨーロッパでは2000年以上も前から使われているという伝統的なハーブであるネト

ルと、マグノリア樹皮エキス、アロエベラが頭皮のバランスを健やかに整えます。すっ
きりとしたグリーン系の香り。
フケ、かゆみといった頭皮トラブルが気になる方におすすめです。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、グリセリン**、セテアリルアルコール、カプリル酸ヤシ油アルキル、
レシチン、カプリル酸グリセル、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス*、ウルチカジオイカエキス*、ゴボウ根
エキス*、ニオイテンジクアオイ油*、イタリアイトスギ葉油*、ベルガモット果実油*、コウスイガヤ油*、
セテアリル硫酸Ｎａ、野菜油、セタノール、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、マグノリアオフィシナリス樹皮
エキス、トコフェロール、シトステロール、スクワレン、香料

原産国:デンマーク

オーガニックコンディショナー
無香料

（モイスチャーケア）

UR83582
180mL　1,500円（＋税） アロエベラとグリセリンが髪に潤いを与えます。 

無香料タイプなので香料に敏感な方やお子様にもおすすめです。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、グリセリン**、セタノール、ジ（クエン酸／ステアリン酸）ポリグリセ
リル－３、ホホバ種子油*、シア脂*、コーンスターチ*、カプリル酸グリセリル、 オリーブ果実油*、カプリ
ル酸ヤシ油アルキル、ステアリン酸グリセリル（SE）、トコフェロール、シトステロール、スクワレン

原産国:デンマーク

ベビースキンケア

新生児からお使いいたける無香料のベビーウォッシュ＆ベビーローション。目にしみるような成分は不使用。デンマーク喘息・アレルギー協会認定商品。
※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。
*は有機栽培原料　 **は有機栽培減量由来

ベビーウォッシュ UR83871
250mL　1,600円（＋税）

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。

【原材料】水、アロエベラ葉エキス*、ラウリルグルコシド、ココイルグルタミン酸Na、ヤ
シ油アルキルグルコシド、グリセリン**、カプリル酸グリセリル、オレイン酸グリセリル、
カプリン酸ポリグリセリル-4、塩化Ｎａ、乳酸

原産国:デンマーク

ベビーローション UR83813
250mL　2,400円（＋税） アーモンド油(天然保護成分)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。

【原材料】水、アーモンド油*、グリセリン**、シア脂*、ジ（クエン酸／ステアリン酸）ポリグ
リセリル-３、ホホバ種子油*、セタノール、コーンスターチ*、カプリル酸グリセリル、トコ
フェロール、シトステロール、スクワレン

原産国:デンマーク
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ハミガキ

界面活性剤、フッ素不使用のシンプル処方。アロエベラエキス配合でデリケートな口内を刺激から守り、健やかに保ちます。
オーガニックエッセンシャルオイル配合。
*は有機栽培原料　 **は有機栽培減量由来

歯磨き　チャイルド UR83779
75mL　1,000円（＋税） フェンネルの甘くおだやかな香り。 

歯磨きが苦手なお子様にもおすすめ。 
2歳以上からお使いいただけます。

【原材料】炭酸Ca、水、グリセリン**、キシリトール、アロエベラ葉エキス*、含
水シリカ、キサンタンガム、ウイキョウ果実油*、モツヤクジュ油、マグノリアオ
フィシナリス樹皮エキス

原産国:デンマーク

歯磨き　ユーカリ UR83781
75mL　1,000円（＋税） ユーカリのスーッとした香りで口内に爽快感をもたらします。

口内トラブルの予防にも。

【原材料】炭酸Ca、水、グリセリン**、アロエベラ葉エキス*、キサンタンガム、
ユーカリ油*、モツヤクジュ油、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス

原産国:デンマーク

歯磨き　ティートリー UR83782
75mL　1,000円（＋税） ティートリーのすっきりした香り。 

口内の衛生をサポートし、気分のリフレッシュにも。

【原材料】炭酸Ca、水、グリセリン**、キサンタンガム、アロエベラ葉エキス*、
ティーツリー葉油*、モツヤクジュ油、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス

原産国:デンマーク

歯磨き
ミントアンドグリーティー

UR83783
75mL　1,000円（＋税） さわやかなミントとすっきりとした緑茶の香り。 

チャ葉エキス配合で、口臭対策にもおすすめ。

【原材料】炭酸Ca、水、グリセリン**、アロエベラ葉エキス*、キサンタンガム、
セイヨウハッカ油*、スペアミント油*、チャ葉エキス*、モツヤクジュ油、マグノ
リアオフィシナリス樹皮エキス

原産国:デンマーク

デュオクリスタル

天然のミョウバン石を配合したボディーケアローション。使いやすいロールオンタイプで、汗ばむ季節に肌をさわやかに保ちます。
オーガニックエッセンシャルオイル配合、アルコールフリー。
*は有機栽培原料　 **は有機栽培減量由来

デュオクリスタル
ユーカリ

UR83766
50mL　1,900円（＋税） 汗ばむ季節にぴったりな、さわやかなユーカリの香り。日頃のフッ

トケアや、男性の方にもおすすめ。

【原材料】水、グリセリン**、アルムK、アロエベラ葉エキス*、キサンタンガム、
ユーカリ油*

原産国:デンマーク

デュオクリスタル
ライム

UR83765
50mL　1,900円（＋税） 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。

【原材料】水、グリセリン**、アルムK、キサンタンガム、レモン果皮油*、ライム
油*、パチョリ油*

原産国:デンマーク

デュオクリスタル
ローズ

UR83761
50mL　1,900円（＋税） ローズゼラニウムのやさしい香り。ニオイや肌をケアしながら女

性らしさを引き出します。

【原材料】水、グリセリン**、アルムK、キサンタンガム、ニオイテンジク花油*、レ
モングラス油*

原産国:デンマーク


