
33商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます

下記の商品はスポット予約品です。お届けは1/17～1/20になります

2023年 1月　012号

お子様にも簡単なワンタッチキャップを採
用。合成界面活性剤、パラベン（防腐剤）、
サッカリン（甘味料）、粘結剤は使用してい
ません。
<原材料>炭酸Ca、水、グリセリン、トレハ
ロース、マルチトール、キサンタンガム、ク
エン酸Na、グリチルリチン酸2K、メントー
ル、スペアミント油、香料、ブドウ果汁

8662
こどもハミガキ　
グレープ

60g

エスケー石鹸

270円
(税込297円)

8679
こどもハミガキ　
ストロベリー

60g

エスケー石鹸

270円

お子様にも簡単なワンタッチキャップを採
用。合成界面活性剤、パラベン（防腐剤）、
サッカリン（甘味料）、粘結剤は使用して
いません。
<原材料>炭酸Ca、水、グリセリン、トレハ
ロース、マルチトール、キサンタンガム、ク
エン酸Na、グリチルリチン酸2K、メントー
ル、スペアミント油、香料、イチゴ果汁

(税込297円)

ウイークリー
012号

スポット予約品

※通常品とお届け日が異
なります。スポット予約品
に関しては、ご注文締切後
のキャンセルはお受けで
きません。

8938
夢水肌　
スキンベースウォーター

200ml

オーブス

円

8945
夢水肌
パーフェクトエッセンス

150ml

オーブス

油分などのラップ効果では叶わない新感覚の保
湿ケア。乾燥した空気や強い日差しからお肌を守
り、柔らかく艶やかなお肌に導きます。
<成分>水、グリセリン、ペチレングリコール、グ
レープフルーツ種子エキス、オウレンエキス、
ユーカリ油

6000円
(税込6600円)

8952
夢水肌
トライアルセット

各30ml

オーブス

スキンベースウォータとパーフェクトエッセンス
のミニサイズセットです。旅行や携帯にも。

8969
夢水肌
ミラクルエッセンシャル
ソープ洗顔用

100g

オーブス

肌の必要な水分を奪わず、汚れをすっきりと洗い
上げます。毛穴の汚れや皮脂を素早くマスキング
除去し、しっとりと肌の潤いを保ちます。※熟成
過程により製品が琥珀色にかわりますが品質に
問題はございません。
<成分>石けん素地、水、スクロース、グリセリン、
エタノール、ソルビトール、クエン酸、オリーブ油、
ブドウ種子油、オウレンエキス、ユーカリ油

「肌に潤い溢れる」水の潤い化粧水。お肌のキメ
を整え、透明感のある素肌に導きます。
<成分>水、ソウハクエキス、ユキノシタエキス、
クチナシエキス、シソエキス

3200
(税込3520円)

1800円
(税込1980円)

「肌を水で満たす」新感覚
4～5日間で体験

スキンベースウォースキンベースウォー
ターが半乾きになっターが半乾きになっ
たところで、肌表面にたところで、肌表面に
雫が残った状態で、重雫が残った状態で、重
ねづけして下さい。ねづけして下さい。

使用初めは、たっ使用初めは、たっ
ぷりと4～5日間ぷりと4～5日間
でご使用くださでご使用くださ
い。今までにない。今までにな
い、夢水肌スキンい、夢水肌スキン
ケアをご実感いケアをご実感い
ただけます。ただけます。

朝晩の洗顔後、顔全朝晩の洗顔後、顔全
体にまんべんなくスプ体にまんべんなくスプ
レーして、手のひらでレーして、手のひらで
顔全体に優しくなじま顔全体に優しくなじま
せてください。せてください。

ご使用方法ご使用方法

ご使用方法ご使用方法

わらかや艶肌わらかや艶肌
ローションタイプローションタイプ

美容液！美容液！
““肌水密度”の肌水密度”の
潤いベース潤いベース

「肌を水で満たす− 夢・新感覚」「肌を水で満たす− 夢・新感覚」
「木肌の水」の研究が始まり、原水としての良質の水を求めて白馬村にたどり着きました。水の違いは「水のきめ細やかさ」にあります。「細胞水」の研究は、千数百年の
時を越え、今も美しい木造建築物「法隆寺」のヒノキの木肌のきめ細やかさに惹かれたことから始まりました。きめ細やかな水を含むものは、外気や室内の温度や湿度、
乾燥に関係なく、水が蒸発せず、しっとりと潤いを保つことができ、老い朽ちることがない…。「しっかり密度の水の潤い化粧水：肌水密度の水」をベースとすることで、微量
な美容有効成分で、肌は艶やかに整い潤うことができます。そうして、「肌を水で満たすー 夢・新感覚」の夢水肌シリーズが誕生しました。

3500円
(税込3850円)

しっとりもちもちしっとりもちもち
ソープソープ

※成分熟成した状態です。

手のひらにの手のひらにの
せ、ぬるま湯でせ、ぬるま湯で
とくように泡立とくように泡立
ててご使用くだててご使用くだ
さい。さい。

ご使用方法ご使用方法

8877
オーガニックアロマスティック　
フォーカス

約8g

AROMASTICK

1000円

未開封2年6ヶ月、開封後6ヶ月

<成分>ペパーミント精油、ローズマ
リー精油、シナモンバーク精油

ヨーロッパオーガニック認定を受けた有機農法で、安心安全に作られたピュア
な天然エッセンシャルオイルを100％使用しております。

スッキリとしたミント系の香り

ラベンダーの優しさに柑橘系のアクセント

清涼感のあるフレッシュな香り

ハーブ系のやさしい香りにミントのアクセント

ユーカリベースのシャープでクリアな香り

柑橘系の甘さに樹木の優しさのある香り

(税込1100円)

8884
オーガニックアロマスティック　
エナジー

約8g

AROMASTICK

1000円

未開封2年6ヶ月、開封後6ヶ月

<成分>ペパーミント精油、ローズマ
リー精油、グレープフルーツ精油

(税込1100円)

8891
オーガニックアロマスティック　
リフレッシュ

約8g

AROMASTICK

1000円

未開封2年6ヶ月、開封後6ヶ月

<成分>ユーカリ精油、メントール

(税込1100円)

8907
オーガニックアロマスティック　
リラックス

約8g

AROMASTICK

1000円

未開封2年6ヶ月、開封後6ヶ月

<成分>ラベンダー精油、マンダリン
精油、ベチバー精油

(税込1100円)

8914
オーガニックアロマスティック　
バランス

約8g

AROMASTICK

1000円

未開封2年6ヶ月、開封後6ヶ月

<成分>ペパーミント精油、サイプレス
精油、ゼラニウム精油、ジンジャー精油

(税込1100円)

8921
オーガニックアロマスティック　
カーム

約8g

AROMASTICK

1000円

未開封2年6ヶ月、開封後6ヶ月

<成分>ベルガモット精油、レモン精油、シダー
ウッド精油、クラリセージ精油、ベチバー精油

(税込1100円)

8853
モリンガブリリアント
ビューティーオイル 無香料

20ml

Girls,be Ambitious

3880円製造から18ヶ月
(税込4268円)

8860
モリンガブリリアント
ビューティーオイル サンパギータ

20ml

Girls,be Ambitious

3880円製造から18ヶ月
(税込4268円)

8839
モリンガハーブティー

（ティーバッグ）
2g×5袋

Girls,be Ambitious

500円
製造から2年 (税込540円)

8846
モリンガハーブティー

（ティーバッグ）
2g×30袋

Girls,be Ambitious

2800円
製造から2年 (税込3024円)※価格改定

栄養豊富なモリンガ茶葉をフレークにしました。ハーブティーとして、
またお料理のトッピングとしても。就寝前に飲むと翌朝のスッキリが期待できます。

<原材料>モリンガ（農薬不使用栽培）

クレオパトラも愛用していたモリン
ガオイル。保湿力と浸透力の高いパ
ルミチン酸は、お肌にパール感を与
え、角質一つ一つがしっかりと水分
が保持できるようにサポートし、素
肌力を高めてくれます。敏感肌の方
にももちろん、お子さまにもお使い
いただけます。<原材料>ワサビノキ
種子油（モリンガシードオイル）

モリンガの豊富な栄
養をそのまま摂取い
ただけます。抹茶の代
わりにお茶にしたり、
お菓子の材料にした
り、幅広く手軽にお使
いいただけます。
<原材料>モリンガ
（農薬不使用栽培）

栄養を奥で届けるパルミチン酸と、
肌をなめらかに保つオレイン酸のW
エモリエント成分でお肌にハリと潤
い。サンパギータ（アラビアジャスミ
ン）精油のエキゾチックな香りで、や
すらぎの時間を演出します。
<原材料>ワサビノキ種子油（モリン
ガシードオイル）、サンパギータ精油

8822
モリンガパウダー 40g

Girls,be Ambitious

1380円製造から2年
※価格改定　(税込1490円)

無農薬＆無添加のモリンガ100％のパウダー

※有機JAS申請中

※妊娠中の摂取はお控えください。

※妊娠中の摂取はお控えください。

※イロコスモリンガ認証※イロコスモリンガ認証

※有機JAS申請中



34 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます
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ウイークリー
012号

スポット予約品

※通常品とお届け日が異
なります。スポット予約品
に関しては、ご注文締切後
のキャンセルはお受けで
きません。

8976
ふわっと和っくす

（ソフトタイプ）
38g

株式会社シマムラ

1800円

<原料>オリーブオイル果実油、モクロウ、
ニュウコウジュ油、ラベンダー油

敏感肌にも安心して使える。
ヘアセットしながら顔や手をケア
するやさしいヘアワックスです。

(税込1980円)

8983
きりっと和っくす

（ハードタイプ）
38g

株式会社シマムラ

1800円

<原料>オリーブオイル果実油、モクロウ、
ニュウコウジュ油、ラベンダー油

手に残った「和っくす」はお肌に
すり込んでお使い下さい。

(税込1980円)

8785
hearty　シャンプードサロン 600ml

アーク＆エコ株式会社

1900円
(税込2090円)

8792
[詰替用]hearty シャンプードサロン 500ml

アーク＆エコ株式会社

1400円

ノンコーティング剤、ラウレスフリー、天然由来成分100%。髪質や髪の状態に応じたケアをしていただくため、髪をきれいに洗
うことだけを目的に作られたシャンプー。いまの洗い上がりと使用感だけでなく11年後を考え、本当に髪や地肌にとって良いこ
とを追求して作り上げたシャンプーです。<成分>水、カリ石ケン素地、グリセリン、マカデミアナッツ油、クエン酸、ローズマリー
エキス、トコフェロール、プチグレン油、オレンジ油、イタリアイトスギ油、レモングラス油、チョウジ花油、ヒノキ油、タイム油

(税込1540円)

8808
hearty　リンスドサロン 600ml

アーク＆エコ株式会社

1900円
(税込2090円)

8815
[詰替用]hearty　リンスドサロン 500ml

アーク＆エコ株式会社

1400円

シャンプー同様にコーティング剤を配合せず、髪と地肌のコンディションを整えることだけを考えたシンプルケアのリンス。スタイ
リスト達の意見をもとに香りのプロが作り上げました。「hearty シャンプードサロン」とセットでお使いください。<成分>水、グ
リセリン、クエン酸、ホホバ種子油、エタノール、キサンタンガム、クエン酸ナトリウム、スクワラン、グアーガム、ヒノキチオール、
プチグレン油、オレンジ油、イタリアイトスギ油、レモングラス油、チョウジ花油、ヒノキ油、タイム油

(税込1540円)

7313
ねんどのフェイス
ソープ

130g

ボディクレイ

1800円

キメ細かい泡立ち
と 粘 土 の 吸 着 力
で、くすみの元で
ある古い角質や、
毛穴の汚れをやさ
しく落とします。
保湿成分を贅沢に
配合し、しっとり
した洗い上がりで
す。

<全成分>水、カリ石けん素地（石ケ
ン素地）、オレイン酸K（石ケン素地）、
ミリスチン酸K（石ケン素地）、ソルビ
トール（保湿）、モンモリロナイト（吸
着・被膜）、BG（保湿）、カオリン（吸
着）、PCA-Na（保湿）、グリセリン（保
湿）、ホホバ種子油（保湿）、カミツレ
花エキス（保湿）、イリス根エキス（保
湿）、カプリル酸グリセリル（防腐）、
フェノキシエタノール（防腐）、ユーカ
リ葉油（香料）

(税込1980円)

7320
ねんどのパック 300g

ボディクレイ

1700円

しみ、くすみの原因である、古い角質
や毛穴の汚れを粘土が吸着してすっき
り取り除きます。粘土の被膜効果で潤
いを保ち、透明感のあるふっくらとし
た柔らかい肌へ。
<全成分>水、モンモリロナイト（吸
着・被膜）、ソルビトール（保湿）、BG

（保湿）、カオリン（吸着）、トリ（カプ
リル酸/カプリン酸）グリセル（ヤシ油
原料オイル・保湿）、乳酸Na（保湿）、
フェノキシエタノール（防腐）、カプリ
ル酸グリセル（防腐）、加水分解シルク

（保湿）、酸化チタン（紫外線反射効
果、白色効果）、PCA（保湿）

(税込1870円)

7337
ねんどのはみがき 100g

ボディクレイ

1050円

研磨剤・発泡剤・石鹸不使用。粘土の優
れた吸着力で汚れを取り、磨き上がり
はツルツルでさっぱり。泡がでないの
で丁寧にしっかり洗えます。
<全成分>水、モンモリロナイト（清掃
剤）、グリセリン（湿潤剤）、ソルビトー
ル（湿潤剤）、カオリン（清掃剤）、BG

（湿潤剤）、トリ（カプリル酸/カプリ
ン酸）グリセル（湿潤剤）、フェノキシ
エタノール（防腐剤）、カプリル酸グル
セリル（防腐剤）、ハッカ油（着香剤）、
ティーツリー葉油（着香剤）

(税込1155円)

7344
ねんどのハンド
クリーム

50g

ボディクレイ

1600円

ねんどの被膜が手肌を保護し、ベタつ
かないハンドクリームです。シアバター
やセラミドなどの保湿成分が荒れた手
肌をやさしく守ります。
<全成分>水、トリ（カプリル酸/カプリ
ン酸）グリセリル、モンモリロナイト、グ
リセリン、BG、ペンチレングリコール、
シア脂、ヒアルロン酸Na、カミツレ花
エキス、ハトムギ種子エキス、ユズ果実
エキス、加水分解シルク、PCA-Na、グ
リチルリチン酸2K、クエン酸、トコフェ
ロール、カプリル酸グリセリル、フェノ
キシエタノール、香料（ラベンダー油、
ジャスミン油）

(税込1760円)

7351
わんこのクレイ
シャンプー

240g

ボディクレイ

1500円

ねんどの吸着力で被毛や皮膚の汚れ・
ニオイまですっきりきれい。皮膚のデ
リケートなワンちゃんにもオススメの
自然派シャンプーです。

(税込1650円)

＜使用方法＞
被毛をぬるま湯で全体的にしめら
せた後、適量を手にとり、被毛全体
につけてよく泡立てて洗ってくださ
い。その後、ぬるま湯でよくすすい
で下さい。

お風呂に貼るだけで周辺のカビの発生を防ぎます。
ケースの中に入っているバイオが放つ抗菌性の揮発性物質に
よって、カビの繁殖を防ぎ
さらに嫌なニオイを消臭します。効果は約6ヶ月持続します。

7450
ウォールケースバス　
ホワイト

1個

bio labo

980円
効果：約6ヶ月間 (税込1078円)

7467
ウォールケースバス　
ブルー

1個

bio labo

980円
効果：約6ヶ月間

<成分>微生物（バチルス属）、無機
パーライト

(税込1078円)

浴室内に貼るタイプの防カビ・消臭ステッカー。浴
室の壁の高いところや天井に貼ると効果的です。
<成分>微生物（バチルス属）、無機パーライト

使用イメージ
お風呂場の天井や壁の高い位置に貼っ
てご使用いただけます。
有効期間：６ヶ月

お風呂に貼るだけカンタン！防カビ・消臭
Wall Case Bath （ウォールケースバス）

7429
重曹のちから　
本体

500ml

順皇堂

780円
開封後2年

原料は重曹と水、グレープフルーツ
成分だけなので、口に入っても安心
です。洗剤を使いたくない場所や、ベ
ビー用品やペット用品のお掃除にピッ
タリです。優れた除菌・消臭効果も発
揮してくれます。
<成分>精製水、重曹、グレープフルー
ツシードエキス　<液性>弱アルカリ
性

(税込858円)

7436
重曹のちから　
詰替え

500ml

順皇堂

580円
開封後2年 (税込638円)

7443
重曹のちから　
濃縮タイプ

2リットル

順皇堂

2800円
開封後2年

油 汚 れ や 頑 固 な
汚れは原液で。食
器や床などは3～
10培希釈でお使
いください。

(税込3080円)

重曹のちから
台所・住宅用洗浄剤です。
合成界面活性剤無添加、
除菌、消臭に。食器洗い、
まな板の除菌、冷蔵庫内
など洗剤を避けたい箇所
の清掃、玩具の洗浄、消
臭、壁・床・OA 機器等清
拭などにご利用になれま
す。そのまま使えるスプ
レータイプのボトルと、詰
め替え用があります。

［ 液 性 ］弱 ア ル カ リ 性　
［使用期限］開封後２年
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スポット予約品
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のキャンセルはお受けで
きません。

7481

クリアコンテナ　
Aセット

クリアコンテナM×1XS×2、
新鮮チャック袋（大）×1、（小）×1

ウィルマックス

5000円

クリアコンテナM（920ml）：177mm
×125mm×56mm、XS（380ml）：
134mm×90mm×45mm

(税込5500円)

7498

クリアコンテナ　
Bセット

クリアコンテナL×1、S×2、
新鮮チャック袋（大）×1、（小）×1

ウィルマックス

5600円

クリアコンテナL（1300ml）：204mm
×141mm×60mm、S（620ml）：
154mm×108mm×51mm

(税込6160円)

※写真は B セットです。※写真は B セットです。

使い勝手の良いサイズ使い勝手の良いサイズ
（2種類計3個）に、新鮮（2種類計3個）に、新鮮
チャック袋2枚をお付けチャック袋2枚をお付け
したお得なセットです。したお得なセットです。

かわいい！簡単！クリアコンテナを使用したスコップケーキかわいい！簡単！クリアコンテナを使用したスコップケーキ

Aセット限定3Aセット限定3
Bセット限定5Bセット限定5

※スコップケーキは調理例です。※スコップケーキは調理例です。
　セット内容にケーキは含まれておりません　セット内容にケーキは含まれておりません

7405
ユーカリプタススプレー　
本体

330ml

オーブス

924円

除菌・消臭、お掃除もできる安心安全な100％天然自
然素材のユーカリスプレーです。赤ちゃんや大切な
ペットにも安心です。
<成分>純水、天然ユーカリオイル

天然自然素材100％使用！
お子様のお部屋や食材が

置かれるキッチン回りにもお気軽に
ご使用いただけます。

(税込1016円)

7412
ユーカリプタス
スプレー　
詰め替え

600ml

オーブス

1400円

詰め替え用はお得
な約2回分。
<成分>純水、天然
ユーカリオイル

(税込1540円)

7368
ふきふきせっけん
バブルガード　本体

300ml

シャボン玉

880円

「石けん系」の拭き取り式マルチクリーナーが新
登場。毎日の気になる汚れをスッキリ落としなが
ら除菌※1、さらにウイルスを99.99％以上不活
化※2します。（※1全ての菌を除菌するわけでは
ありません。※2すべてのウイルスを不活化する
わけではありません。）<成分>純石けん分（脂
肪酸カリウム）

(税込968円)

7375
ふきふきせっけん
バブルガード　詰替え

250ml

シャボン玉

560円

殺菌剤・アルコール・香料・合
成界面活性剤は不使用で、お
子さま大人まで安心して使用
できます。除菌は5分、ウイル
ス不活化は3分おいてから拭
き取ってください。
<成分>純石けん分（脂肪酸カ
リウム）

(税込616円)

7474
白井田七 60g

アドバンス

9259円

<原材料>有機田七人参、有機玄米
(税込10000円)

サポニン
田七人参の主要成分 浄化作用

有機ゲルマニウム
体内の酸素不足を補う

植物ステロール
コレステロールが気になる方に人気の成分

アセチレン化合物
中高年に欠かせない成分

田七ケトン
巡り成分①

アルギニン
人間の体を作る必須アミノ酸

デンシチン
巡り成分②

フラボノイド
巡り成分③

体内への浸透性が群を抜いて高い！体内への浸透性が群を抜いて高い！
田七人参の栄養価田七人参の栄養価

田七人参とは田七人参とは
今でこそ、田七人参はいたるところで目にするようになりましたが、数年前まで日本では今でこそ、田七人参はいたるところで目にするようになりましたが、数年前まで日本では
まだ田七人参は全くその名も知られていませんでした。中国雲南省を中心に環境の厳まだ田七人参は全くその名も知られていませんでした。中国雲南省を中心に環境の厳
しい高山のみに生息し、その生命力は強く、３～７年もの期間をかけて大地の栄養分しい高山のみに生息し、その生命力は強く、３～７年もの期間をかけて大地の栄養分
やエネルギーを吸収しつくし、収穫後の土地はその後十年以上も雑草すら生えないほやエネルギーを吸収しつくし、収穫後の土地はその後十年以上も雑草すら生えないほ
どに痩せてしまうということです。また、豊富に含まれる栄養素と副作用の心配が全くどに痩せてしまうということです。また、豊富に含まれる栄養素と副作用の心配が全く
ないことで、古来、中国でも「金不換」と呼ばれ、お金にも換えがたい大変な貴重ないことで、古来、中国でも「金不換」と呼ばれ、お金にも換えがたい大変な貴重
品として扱われてきました品として扱われてきました

7382
自然的生活
除菌・防臭ミスト 本体

300ml

ナチュラルライフステーション

1280円

アルコールや塩素系の化学薬品や界面活性剤を使用せず、
植物と穀物から抽出した複合アミノペプチド×植物由来×穀
物由来成分により、除菌・分解消臭の効果を発揮します。
<成分>複合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、エチドロン
酸、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸、精製水

(税込1408円)

7399
自然的生活
除菌・防臭ミスト 詰替え

270ml

ナチュラルライフステーション

980円

臭いを別の香りで隠すのではなく、臭いの原因
物質を瞬時に吸着して、無臭無害な物質に変換
します。一度消臭した悪臭は復活しません。
室内、浴槽、トイレ、生ごみ、スリッパ、衣類、ペッ
ト用品などのあらゆる生活圏内の抗ウイルス、
抗菌、防カビ、消臭、害虫忌避対策に。

(税込1078円)


