心きらめく、
ホリデーシーズン。
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To get clear skin in winter
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澄みわたる
冬肌を求めて

Limited make-up items
美しく華やぐ限定メイクアップ

楽しいイベントが増えるホリデーシーズンは、限定メイクアップを。
華やかにきれいなグラデーションで立体的な眉を描けるアイブロウパウダーと
くっきり鮮やかな唇に仕上げるリップライナーが、際立つ美しさを叶えます。
（眉墨）3,740円（本体価格 3,400円）
アルソア アイブロウパウダー 〈ナチュラルブラウン〉
アルソア リップライナー 〈ディープレッド〉2,530円（本体価格 2,300円）
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木村佳乃さんと行く “キレイの秘密”を探る旅

モール水の源泉、十勝へ
豊かな緑と澄んだ空気、悠々と流れる十勝川が織りなす風景が魅力的な北海道・十勝地方。
女優・木村佳乃さんがこの地を訪ね、アルソアの「セルローション」や
「セルエッセンス」に使われている植物性温泉水（モール水）のチカラをリポートします。

ごあいさつ
冬の楽しみのひとつが温泉という方も多いのでは?

もくもくと湯気の上る湯船に､ゆっく
りと身を沈めたときの
心地よさは格別です｡しかも､湯上がりの肌はしっとり､つやつや｡
大自然の恵みをたっぷりと含んだ温泉水は､
どんな旅になるのか
楽しみです！

美肌づく
りの強い味方です｡そのチカラを取り入れたスキンケアで､
いきいきとクリアな冬肌を手に入れましょう｡
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でブルーリボン賞受賞。映画
をはじめTVドラマでも活 躍。NHK
『所さん! 大 変ですよ』
にM C出演 中 。
公開中の三谷幸喜監督脚本映画、
『記憶にございません！』にアメリカ初
の日系女性大統領役で出演。
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太古の地層（亜 炭 層 ）

鹿追町

@ Shikaoi

のある製品の背景を探る旅に、
モール水研究の第一人者・中野
「お水は好きで、
よく飲みます」

益男先生とともに出発します。

北海道のとかち帯広空港から
という佳乃さん。
まずは、
日高山

欠かせない存在。そんな親しみ

長年愛用する佳乃さんにとって

水）
を使ったアルソアの製品は、

が生んだ植物性温泉水（モール

を見せます。この十勝の大自然

場所ですね！」
と爽やかな笑顔

「空気がきれいで気持ちのよい

「断面がミルフィーユみたいで

「そういえば十勝で飲んだ水が、

すよ」
と中野先生が説明すると、

ので、非常に清らかな水なんで

持つ火成岩の一種が並んでいる

崗班岩）
と呼ばれる浄化作用を

源です。川の底には、麦飯石（花

を見学へ。「この水は帯広市の水

脈を水源とする札内川の伏流水

とてもまろやかで美味しくて

すね！」
と佳乃さん。
「これは亜

ばくはんせき

驚きました」と佳乃さん。札内

炭の断片です。
亜炭は太古の昔、
十勝川流域の植物が腐食と堆積
を繰り返してできたもので、植
物エキスやミネラルを含んでい

泥炭・花崗斑岩・火山灰・土と

見ると、地下水が、岩石・亜炭・

「 十勝川流域の地層の断面を

が、地殻変動によってここでは

本来は地下深くにある亜炭です

することでできたのが亜炭層。

フィーユ状に重なり合い、堆積

ます。長 い 年 月 を か け て ミ ル

いう層をくぐり抜けて地表に

見ることができるんですよ」
亜炭・泥炭をドイツ語で
『モー
ル』
といい、モール水とは、つま

先生。次は、モール水の鍵とな

のことを指すのです」
と、中野

にも透明で清らかなのは麦飯石

町へ向かいました。
「川がこんな

さらに、麦飯石を探しに大樹

り植物の堆積層を通過した水

る地層を見られる鹿追町へ。早

十勝川温泉付近の地層は、上図のように堆
積している。この地層の間を地熱で温められ
た地下水が湧き出て、
モール水となる。

のチカラ。モール水は、このよう

● 植物層

堆積した様々な植物
が長い時間をかけて
分解。肌によい植物
由来の有機成分
（フ
ミン物質）
を含む。

速、河原に落ちている黒い炭の

● 鉱物層

地熱で温められた地
下水が岩石や花崗斑
岩の層をくぐり抜けるこ
とでろ過され、清らかな
水になる。

に麦飯石を含む
『 キレイの道

麦飯石がモール水を磨く
唯一無二の温泉に

湧出しているのがわかります。

自然が生み出した
ミネラルや植物成分とは？

がて十勝川と合流します。

川は十勝平野を北東へ流れ、や

望台に降り立った木村佳乃さん。

さつないがわ

車で約 分ほどの、十勝が丘展

十勝の清らかな水の
秘密を探りに水源へ

十勝の植物性温泉水（モール水）が注目されているのは、
か こう はん がん
亜炭・泥炭に加えて、花崗斑岩という層をくぐり抜けて地表に湧出して
いるという特殊性ゆえ。この神秘の水が誕生する軌跡をたどります。

ようなものを拾って見せると、

植物性温泉水（モール水）
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木村佳乃さんと
神秘の水を訪ねて
40

十勝川流域

大樹町

@ Ta i k i
伏 流水

ふく りゅう
すい

岩）

花崗斑

（
麦飯石

十勝の大自然が生んだ、植物性温泉水のキセキ
モール水の成り立ちをCheck！

十勝川流域では、幸運なことに地熱に
よって温められた地下水が湧出。藻や
葦などが堆積した亜炭・泥炭の層を通
り、植物性有機成分をたっぷり含んだ
温泉水に。断層付近の河原には、ミル
フィーユ状の亜炭の断片がみられます。
たん そう

あ

この川は日本でも
屈指の清らかさ
なんですよ
麦飯石のチカラって
すごいですね！
がん
う はん
か こ

き
はん せ
ばく

麦 飯 石（ 花 崗 斑 岩 ）を探す
お ふ たり。
「 持 って み ると
ずっしりと 重くて 驚 きまし
た！」と佳 乃さん。

@ Na ka sat su n ai
中札 内 村

日高山脈を水源とする札内
川の伏流水。国土交通省が
発表する「 清流日本一 」に
何度も選ばれるほど、清らか
な水が流れています。

モール水の特別なチカラで
元気な肌を手に入れる！
「トローっとしていて、
まるで
化粧水の中に入っているみたい
でした！」
と、
旅の終わりにモー
ル温泉を楽しんだ木村佳乃さ
ん。モール水のチカラをあらた
めて実感し、モール水をベースに
したアルソアのセルローションと
セルエッセンスがますます手放

（層）
』
を通ることで磨かれ、ミネ

感じ取れますね！」
と佳乃さん

み、時間をかけて地表へ湧出し
通過することによって、植物由

亜炭や泥炭、花崗斑岩の層を

も驚きの連続。

ます」
と、
中野先生。
「様々なよい
来の保湿成分を含んだ十勝の

ラ ル な どの よ い 成 分 が 溶 け 込

成分を含み、さらに清らかなん
モール水。植物性温泉水ならで

い時間をかけて分解されてで

ます。
「フミン物質は植物が長

な役割を果たすと先生は続け

はの成分、フミン物質も、大き

ですね」
と佳乃さん。

保湿作用や肌ツヤに期待！
美肌をつくる十勝川温泉

エピソードがあるのだそう。

勝の泥炭にはぜひ知ってほしい

泥炭がたくさんある湧洞沼。十

え、活性化させる効果も期待で

が わ か っ て い ま す。炎 症 を 抑

たり、細胞の働きを整えること

促進したり、抗酸化の働きをし

きるもので、植物の根の成長を

「ある日、欧州の泥炭層の中か
きます。そして、日本で初めて

最後にふたりが訪れたのは、

〜４千年

泥炭層の中に尿素などの

スで知ったんです。調べたら、

いほど美しいままだとニュー

前の人間の皮ふが、信じられな

温泉水の秘密がわかってうれ

得した様子。
「毎日使っている

十勝川温泉の素晴らしさに納

十勝川温泉です」
。佳乃さんは

フミン物質が確認されたのが、

ら掘り起こされた

320種 類 も の 窒 素 化 合 物 が
しいです！」

Masuo Nakano

含まれていて、これには整肌や

帯広畜産大学名誉教授

保湿作用、皮ふのダメージをケ
アする作用があることがわか
りました。そして、なんとこの
欧州の泥炭層と十勝川流域の
泥炭層の成分が同じだったん
です」
。先生の話に、
「すごい！
十勝川温泉が肌によいことが、

的でした。肌は紫外線や外気な
ど、
過酷な環境にさらされがち。
でも、セルローションで保湿を
すると、ダメージを受けた肌も
潤いに包まれ、まるで温泉に
入った後のようにしっとりと。
きっと、モール水の特別なチカ
ラが働いていたんですね！」
ロケなどで、肌が乾燥しがち
な環境下にいることも多いと
いう佳乃さん。
「セル ジェルや

帯広畜産大学名誉教授。専門は
環境生化学。化学物質の人体や
生態系への影響を研究している。
世界の温泉巡りやスキー、カヌー
が元気の源。

ジオリナ 酵素プラス

レギュラーサイズ 36g
（120mg×10粒×30袋）
5,940円（本体価格 5,500円）

エッセンス マスクも あわせて、

中野益男

心地よくなじむ、使い
切りタイプのジェルオ
イルは旅のマスト品。
「マッサージすると肌
がしっとりとして、イキ
アルソア セルジェル
〈美容ジェルオイル〉
1.5g×30包 イキとしてくるような気
がします」
7,700円（本体価格 7,000円）
美 容 液1本 分 相 当
（30ml）を含ませた
マスクは、集中保湿
チャージに。
「屋外で
の撮影などで元気の
アルソア エッセンス マスク
癒し
〈保湿シートマスク〉
（30ml×1枚）
×5包 ない日のご褒美、
としてぴったりです」
8,250円（本体価格 7,500円）
ビタミンやミネラルが
不足しがちな現代の
食 生 活をサポート。
「無農薬で育てた野
菜や野草を発酵させ
た健康食品はとても
うれしいですね!」

中野 益男先生
携帯に便利な
ジェルオイル
たっぷり潤う
シートマスク
手軽に
パワーチャージ

せなくなったそう。

モール水から
生まれた
セルローションが
手放せません
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モール水のチカラで元気な肌

〈美容液〉25ml
14,300円（本体価格 13,000円）

ぬま
どう
ゆう

「モール水は肌に潤いやツヤが

アルソア セルエッセンス

づくりに励みたいです」

モール水を知り尽くした

豊頃町

〈化粧水〉150ml
5,280円（本体価格 4,800円）

湧洞沼

期待できるというのが特に印象

旅行に欠かせないのはコレ！

@ Toyokoro
十勝川の河口に位置する豊頃町にある、湧洞沼。ここにある泥炭も十勝川温泉の
美の秘密。
「この辺りは、塩濃度の高いモール水がでます。」
と中野先生。

アルソア セルローション

鹿追町

佳 乃さん、教えて！

木村

大自然のパワーに
あらためて感動しました

2
Vol.

豊頃町
とかち帯広空港

大樹町
中札内村

in 十勝

キレイの秘密

十勝地方

Check!
今回、
訪ねたのはココ

モール水をベースとしたアルソアの
スキンケア「セル」。長年愛用する

木村佳乃さんが、
その使用感や魅力について
あらためて語ってくれました。

家でも温泉級のヒーリングタイム

体の中から
美をささえる

スペシャルケアで、
さらなる潤いを

輝く美しさは体の内側から!
健康食品も上手に取り入れて。

乾燥など、冬の悩みに応える
スペシャルケアはこちらをチェック!

自然の恵みを丸ごと
凝縮した酵素ドリンク

乾燥しやすい目もとや
口もとのケアに

野菜を丸ごと、根も葉も皮もすべ
て使い切る
「一物全体」の考えの
もとでつくられた発酵飲料。無農

なめらかになじんで、肌をやさ
しく包み込む保 湿ジェル。水

いち ぶつ ぜん たい

薬で育てた様々な野菜や野草、
海藻などを丸ごと使い、黒糖とと
もに自然発酵させています。ほど

ジオリナ 酵素

500ml
10,800円（本体価格 10,000円）

よい甘みの飲み口も人気。

分を抱えて逃さず、肌を乾燥
からしっかり守ります。乾燥が
気になる目もとや 口もとのス
アルソア
モイスチュアージェル

〈保湿ジェル〉
30g
4,180円（本体価格 3,800円）

元気をサポートする
白鶴霊芝エキスを配合
はっ かく れい

ポットケアとしてもおすすめで
す。化 粧 水 や 美 容 液で肌を
整えた後に、やさしくなじませ
ましょう。

し

力強い生命力を持つ白鶴霊芝を
丹念に栽培し抽出したエキスに、
海の野菜といわれる海藻ガゴメ
コンブやメカブから抽出した2種
類のフコイダンを配合。毎日の健
康管理やケアに取り入れている
方も多いロングセラー製品。

50ml×10本
12,960円（本体価格 12,000円）

普段の食事にプラスして
健康で美しい毎日を
海の恵 みと先 端 科 学を融 合さ

毎日のスキンケアをていねいに行えば、冬でも乾燥知らずの美肌に。
基本のお手入れと、＋αで取り入れたいケア＆健康食品をご紹介。

必要な潤いはしっかり残す
石けんでスッキリ

90g（500mg×180粒）
9,720円（本体価格 9,000円）

ライフォリジン クリア
27.6g（460mg×60粒）
4,104円（本体価格 3,800円）

と密着して包み込むように汚れ
を取り除き、明るい肌に。
〈パック〉100g
3,850円（本体価格 3,500円）

アルソア エス

〈美容オイル〉
35ml
5,500円（本体価格 5,000円）

肌のすこやかな働きを助け、
潤いを「保つ」エッセンス
するためにはエッセンスで仕
上げて。化粧水で潤った肌の
働きを「保つ」のがエッセンス
の役割です。高い保湿力があ
りながらべたつかず、やさしい
使用感。肌本来のチカラをサ

特 に 乾 燥 が 気 になる方 は、
セルセラムでスペシャルケア
を! こっくりとしているのにべ
たつか ず、さらりとした 使 い
心 地で肌を保 護。保 湿 成 分

冬の健康食品キャンペーン
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“３ STEP＋ESSENCE”
「洗う・除く・潤す」の３ステップに
「保つ」ステップを加え、すこやかに整えて。

保湿成分たっぷり
ツヤとハリのある肌へ

いつでも元気いっぱい！

アルソア セルセラム

〈化粧液〉
50ml
8,800円（本体価格 8,000円）

アルソア クイーンシルバー

〈枠練石けん〉
標準重量135g
4,400円（本体価格 4,000円）

美肌づくりの基本は

トラブル知らずの美肌をキープ

プランクトンのエネルギーを活か
した製 品です。オメガ３脂 肪 酸
やルテインなどの健康成分を意
識的に摂りましょう。

健康食品を対象に、冬のスペシャルキャンペーンを実施
中。この期間、「ジオリナ 酵素（500ml）」や「ジオリナ
白鶴霊芝EX（10本×3箱）」など健康食品を購入すると
様々なうれしい特典があります。
（ 詳細はP.15）

必 要な潤いは残し、洗い
上 がりはしっとり。肌 本 来
の美しさを活かします。乾
燥する季節にも安心の使
い心地です。

みをよくします。毛穴や小鼻のわ
きなどの細かい部分にもしっかり

せたライフォリジンシリーズ。あら
ゆる命の源である、海洋性植物
ライフォリジン オメガ3

だもちもちと弾力のある白
い泡で、肌を清 潔にする
「アルソアクイーンシルバー」。

天然泥のモシリクレイを配合した
「アルソア クレイパック」。古い角
質や毛穴の汚れをやさしく取り
除き、
その後に使う化粧水のなじ

保 湿 効 果に優れ、乾 燥や肌
あれなどのトラブルを防ぐこと
が 期 待されるスクワランオイ
ル。軽い使用感で、のばしや
すく刺激となりにくいため、敏
感肌の方にもおすすめです。
肌の皮 脂 分 泌が低 下するこ
の時季だからこそ選びたい、
美容オイルです。

天 然 由 来のミネラル成 分
（堆積岩・火成岩）を含ん

汚れや古い角質を除き
化粧水がすっとなじむ

アルソア クレイパック

スクワランオイル100%で
さらっとやさしい使い心地

ジオリナ 白鶴霊芝EX

冬は集中ケアで24時間キレイ！

やエモリエント成分が乾燥に
よる小ジワを目立たなくし（効
能評価試験済み）、ツヤとハ
リのある肌へと導きます。

ポートし、寒さや乾燥の厳しい
外気にさらされる冬もしっとり。
〈左から〉

アルソア エッセンスⅠ 〈美容液〉30ml 5,500円（本体価格 5,000円）
アルソア エッセンスⅡ 〈美容液〉30ml 8,800円（本体価格 8,000円）
アルソア セルエッセンス 〈美容液〉25ml 14,300円（本体価格 13,000円）

〈左から〉

アルソア ローションⅠ

〈化粧水〉150ml
3,850円（本体価格 3,500円）

アルソア ローションⅡ

〈化粧水〉150ml
3,850円（本体価格 3,500円）

アルソア セルローション

〈化粧水〉150ml
5,280円（本体価格 4,800円）

良質な水をベースにした
肌をたっぷり潤すローション
肌にやさしく、肌なじみのよい良質な水を
使ったローション。角層のNMF（天然保湿
因子）のミネラルバランスを目指したアルソア
水（常水）をベースにしたローションⅠとⅡ、
植物性温泉水（モール水）
をベースにした
セルローションの3種類。
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興味津々！

真の美しさを求めて“三健の精神”をひもとく
第3回

「肌」
を癒す場所

ARS
WINTE OA
R ISSU
E
2019

浅田真央さんの
「旅するアルソア」
、
わぁ すか !?
で
液
原

「心・体・肌」の健康を目指す、
アルソアの“三健の精神”を
浅田真央さんが旅をしながらひもとく連載、最終回となる今回のテーマは、ずばり
「肌」。
真央さんご愛用のスキンケアの研究開発拠点を訪ねていただきます。
アルソアR&
Dセンターを初
訪問
研究室
初めての
楽しみ！

気になるケアについて、R&Dセ
ンターの平井センター長に積極
的に質問。
「肌の透明感を望む
なら、まず保湿することが大切」
との回答に「頑張ります！」
手にエッセンスのベースをつける真央さん。
「贅沢にスポイ
ト４～５滴分もつけていただいたので手だけすごいことになり
そう! 洗顔、パック、化粧水の後に『アルソア エッセンスⅡ』
をつけると、肌の調子がさらに整う感じがして好きです」

セン

浅田真央

肌評価、
…
ドキドキ

Mao Asada

化する機械に興味津々です。

「 この機械でずっとぐるぐる

かくはん

撹拌し続けることで、肌になじ

むテクスチャーができるんで

すね！ 成分にこだわるだけで

なく、テクスチャーも手間ひま

かけて、とてもていねいにつく

られているのだということが

わかりました」

化粧品メーカーは数多くあ

れど、アルソアのように自社で

研究所を持ち基礎研究を行い、

さらに原料となる水から自社

りをまた知ることができて、安

心だなと思いました」

その後、研究開発に活用する

肌評価機器のある部屋へ。肌の

キメを調べると、 代前半の非常

に細かいキメの持ち主と判明！

「とてもうれしいです。やはり

アルソアのシンプルケアを毎

日欠かさずしていること、そし

て食生活を正して、睡眠をしっ

かり取ること。それからちゃん

と汗をかくなど、肌が歓びそう

なことをしているからかな。若

い肌といっていただけました

が、先日 歳になったので今後

悩みもでてくると思います。そ

れを少しでも遅くするために

20

今回真央さんが訪ねたのは、

＆

D

山梨県・小淵沢のアルソア本社

内にあるアルソア

ター。八ヶ岳の豊かな自然の中

で、多くの研究員が
「美しくす

こやかな肌」
のため、日々研究

開発に取り組んでいます。

「本社は何度も来ていますが、

研究室に入ったのは今日が初

め て 」と い う 真 央 さ ん。
「 いろ

でつくっている会社は、とても

珍しい存在。そんな説明を受け

た真央さんは
「すごいですね！

それだけこだわりが強いって

は、やはりスキンケアをきちん

29

いろな機械や道具があって理

科 室 み た い。と て も 清 潔 な 雰

囲気ですし、窓の外に庭の緑

が見える、明るい研究室って

ことですね。今日、皆さんにお

としよう、あらためてそう思い
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ました」

きて、
うことがで
研究室に伺
です。
楽しかった
ぞ、
のをつくる
肌によいも
んの
という皆さ
伝わって、
熱い想いが
いいものを
私もさらに
こうと、
追求してい
日でした。
そう思えた

素敵ですね」

アルソア エッセンスⅡ

〈美容液〉30ml 8,800円（本体価格 8,000円）

会いして、とても熱い方々だと

アルソア ローションⅡ

〈化粧水〉150ml 3,850円（本体価格 3,500円）

感じました。いろいろなこだわ

アルソア クレイパック

〈パック〉100g 3,850円（本体価格 3,500円）

真央さん、研究室奥にある、

エッセンスなどのベースを乳

アルソア クイーンシルバー

〈枠練石けん〉
標準重量135g 4,400円（本体価格 4,000円）

R

真に美しい肌づくりを
目指す拠点に潜入です！

、
あらためて
が
さ
すご
た
わかりまし

1990年、愛知県生まれ。
プロフィギュアスケーター。
2010年バンクーバー五輪
銀メダル、
2008〜2014年
世界選手権で３度優勝、
2014年ソチ五 輪６位 入
賞。2018〜2019年 はサ
ンクスツアーとして全国で
キャストとともにアイスショー
を開催している。

肌のプロに聞いた

“肌評価ポイント”

？ よい肌とは？

悪い肌とは

潤いがない。キメに均

みずみずしく潤いがある。

一性がない。ハリ・弾力

キメ細かくなめらか。
ハリ
・

がなくざらつきがある。
シ

弾力がある。血行がよく

ミ、
ニキビなどのトラブル

つややか。透明感があ

がある。

り色素沈着がない。

アルソアの３ステップがはぐくんだ
“真央肌”の美しさにびっくり！
右はデジタルマイクロスコープで見た真央さんの肌
のキメ。その細かさと均一性の高さは、今まで多く
の肌のキメを評価してきた研究員も驚きのレベルで
す。
「低温で乾燥しやすい、過酷な環境のスケートリ
ンクにいる時間が長い真央さんが、20代前半のよう
な、大変美しい素肌を保っているのはすごいこと。
生まれつきの要素もありますが、適切なスキンケア
を行われていることが理由と考えられます。洗顔、
パック、ローションという３ステップを日々繰り返して
こられたことが、乾燥から肌を守り、美肌をキープ
し続けていらっしゃる秘訣ではないかと思います」

Ma

o’s Skin
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M an o f th e H o u r

共 感 ネットワ ーク

プロフィギュアスケーター

輝くクリエイターのパワーを探る

f il e 3

2019年の目標の
半分は達成できた

本音で語れる
仲間がいる

アルソアのミューズ・浅田真央さんとともに、
アイスショーで
全国を回るプロフィギュアスケーターの無良崇人さん。
お気に入りのアルソア製品や今後の夢を教えてくださいました。
たかひと

マーメイド占い
今のあなたの深層心理を知り、
肌と体が本当に求めている美容法を

よく用事を頼まれたり、
相談されたりする

チェックしましょう。運も美しさも
輝かせることができますよ!

どちらかというと、
空気を読んで動くほうだ

イヴルルド遙華

監修／

Eve Lourdes Haruka

西洋占星術、タロット、人相学をはじめ、オリジ
ナルの占い「フォーチュンサイクル」など、幅広
い占いを研究するフォーチュンアドバイザー。

2

1

運勢をUP！

心理テストで導く

スマートフォンは常に手放せない

すでに2020年に
チャレンジしたいことがある

個性や才能を生かしたアイスショーを目指す
ら

一年間、
あっという間だった

No

無良崇人
む

Yes

SOA Origin
A R 12月～2月の al

Star
t

エレガントマーメイド タイプ

ラブリーマーメイド タイプ

アクティブマーメイド タイプ

ピュアマーメイド タイプ

クールマーメイド タイプ

何かと頑張りすぎてしまう傾向
があります。まわりを優先して、
自分のことを後回しにしてしまう
ことも。ときには、自分のための
時間も充実させてくださいね。

やるべきことが山積みで大忙し。
「 時間が足りない」が口癖に
なっていませんか。今のあなた
に必要なのは、動きを止めて一
息つく、
ゆったりとした時間です。

不規則な生活をしていません
か？ 今 のあなたにはパワー
チャージが必要です。生活習
慣や食事を見直して、体の中
にエネルギーを補充しましょう。

いつもよりまわりの人に気を使
いすぎているかも。もっと自分
ファーストになって、好きなことを
楽しみましょう。輝く笑顔が素敵
な出会いを引き寄せますよ。

軽やかな心とポジティブさが
チャンスをつくります。考えすぎ
ないで、気軽にいろいろなこと
にチャレンジしましょう。やって
みると案外うまくいくことも!

１アルソア本社初訪問の
無 良さん。
「 美 術 館に来
たみたい！」。カメラの前で
ジャンプを披露。2 サンク
スツアーでのひとコマ。

浅田真央サンクスツアー公演情報
「浅田真央サンクスツアー」
は2020年1月11日
（土）
、12日
（日）
に大阪「東和薬品RACTABド
ーム（なみはやドーム）」、1月25日（土）
、26日
（日）
に長野「ビッグハット」で公演予定。
https://maotour.jp/

LUCKY
ITEM

無良崇人

LUCKY
ITEM

LUCKY
ITEM
LUCKY
ITEM

Takahito Mura

3歳からフィギュアスケートを始め、
選手として活躍。2014年、四大
陸選手権優勝。18年に引退を表
明し、現在はアイスショー「浅田真
央サンクスツアー」に出演したり、
モータースポーツのレースに出場し
たりと活動の場を広げている。

アイスショーを通して
感謝の気持ちを伝えたい

肌の潤いをキープし、肌本来
の輝きを手に入れるためのお
手入れが運も潤わせます。特
に
「今日は頑張った!」
と思う日
は、
やさしく念入りに行って。

「浅田真央サンクスツアー」には、立

も愛飲中で、アルソアはなくてはならない

た方が見栄えがよいから立ち位置を変

存在です「
。アルソア クイーンシルバー」

2017年に出場した全日本フィギュア

えよう」
とか、皆で意見交換をしながらつ

の泡立てにも、
相当自信ありますよ!
（笑）
。

スケート選手権で、24年の選手生活で

くり上げてきました。現役時代は、振り

アイスショーというモノづくりをする人間

積み上げたものをすべてだせた、自分が

付けをしてくれる人がいて、その指示通

として、アルソアには共感するところが

思い描いた通りの演技ができた、と感じ

りに最高のパフォーマンスをだすという

多いです。アルソアの製品には
「使って

たんです。だから、現役を引退することに

のが主だったので、今はとても新鮮。何

くれる方によいものだと実 感してほし

悔いはありませんでした。今は、浅田真

かモノを生み出すのって大変だなとひし

い」
という情熱を感じるのですが、
それは

央さん率いるアイスショーに出演し、全

ひしと感じています。

い、いや、それ以上に観客の皆さまによ
いものを見せたいという気持ちで滑って

アルソアの素材を活かした
モノづくりの姿勢に共感

「ショーを見る観客の皆さまに歓んでほ
しい」という気持ちと同じだと思うんで
す。さらに、素材を活かした製品づくり
も素晴らしいと思います。僕らも、個々

います。感謝や感動という言葉がぴった

現役時代に肌がひどくあれていたときに

の個性や才能をどれだけ発揮してまと

りのアイスショーにしたいと、心から願っ

「サースレア
（現・アルソアⅡ）
」
をすすめら

まりをつくるかが勝負。真央さんととも

ています。

れたのがアルソアとの出会い。
「ジオリナ

コチャママ スパピリカ

ジオリナ 白鶴霊芝EX

一日の終わりのバスタイムに
は、肌と髪にダメージを与えな
いきれいな水で全身を包んで
リフレッシュ。ゆっくりと気持ち
のリセットを。

白鶴霊芝入りのドリンクで、パ
ワーを吸収しましょう。やる気
もでるので、後回しにしていた
雑用や大掃除にも積極的に
取り組めるはず !

〈バスルーム用浄水器〉

アルソア モイストベイス

ジオリナ リナカン茶W

多忙な日々は肌ダメージの原因
に。ていねいなフェイシャルケア
で透明感のある肌をキープしま
しょう。お手入れを継続して、全
体運も上昇。

生姜や紅花、高麗人参などが
入ったお茶を飲んで体を中から
温めましょう。ポカポカしてくると、
硬くなった体や心が解きほぐさ
れて行動力もアップするかも。

〈化粧液〉

酵素プラス」
と
「ライフォリジン サーキュラ」

ち上げから参加しています。
「ここで踊っ

国を回る日々です。現役時代と同じくら
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アルソア セルエッセンス

〈美容液〉

LUCKY
ITEM

に、楽しくチャレンジしています。

体がじんわり温まる

甘酒ともち麦の食べるスープ
主役の甘酒はストレートタイプを使用。また塩こうじは発酵の具
合によって味が変わるので、使う量は味見をしながら調整しましょ
う。
もち麦に加え、
野菜もたっぷり入っているので食べ応え十分。
やさしい味わいがうれしい、
ヘルシーなスープです。
材料（2人分）

つくり方

もち麦 大さじ3
だし汁 200cc

2. だし汁をつくる。

（昆布・椎茸などお好みで）

白菜 2 枚
カリフラワー 1/2 株
甘酒 200cc
塩こうじ 大さじ1～2

（味見をしながら好みで調整）

万能ねぎ 少々
生姜 1かけ（みじん切り）

1. もち麦をたっぷりのお湯でゆで上げる。
3. 2 に、ひと口大にカットした野菜を加えて

やわらかくなるまで煮る。

4. 3 に甘酒を加えて、1も加え、塩こうじで味
を調える。

美味しく食べてキレイになる！

美活レシピ

寒い季節には特に、体を温める
発酵食材を積極的に摂り入れて。
甘酒に塩こうじや生姜も加えた
スープは、冬にぴったり!

冬のおすすめ食材は

甘酒

5. 仕上げに生姜と万能ねぎを散らす。
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アルソアの健康食品シリーズ
ジオリナ

一人ひとりの肌質や肌悩みにあわせて選べるスキンケア製品

ライフォリジン

・標準重量135g
・標準重量70g

ジオリナ 酵素プラス

ジオリナ 酵素
500ml 10,800円
（本体価格 10,000円）

アルソア クイーンシルバーPF（無香料）

アルソア
クイーンシルバー ケース

・標準重量70g

135g・70g用 各110円（本体価格 100円）

〈枠練石けん〉

ライフォリジン
セルエナジー

ジオリナ 酵素Ｇ
180ｇ
21,600円（本体価格 20,000円）

225g
（7.5g×30袋）
8,640円（本体価格 8,000円）

2,420円（本体価格 2,200円）

285g
（9.5g×30袋）
16,200円（本体価格 15,000円）

除く

ラージサイズ 108g
（120mg×10粒×90袋）
16,200円（本体価格 15,000円）

ライフォリジン
サーキュラ

洗うことから、
肌を美しく。

肌に差がつく、
透明感。

アルソア クレイパック

〈パック〉

100g 3,850円（本体価格 3,500円）

ジオリナ 霊芝
ジオリナ 白鶴霊芝EX

52.5g
（125mg×7粒×60袋）
12,960円（本体価格 12,000円）

ラージサイズ 43.2g
（60mg×8粒×90袋）
32,400円（本体価格 30,000円）

ライフォリジン ミネラル

ライフォリジン Fe

〈栄養機能食品：マグネシウム、 〈栄養機能食品：鉄、銅、
カルシウム、亜鉛〉
ビタミンB₁₂、葉酸〉
57g
（380mg×150粒）
6,264円（本体価格 5,800円）

22.5g
（250mg×90粒）
4,320円（本体価格 4,000円）

水のチカラで、潤う素肌へ。
マイルドな潤い、
ゆらがないすこやか肌。

すっとなじむ、
みずみずしく澄みわたる。

まろやかに保湿、
しなやかに弾むハリ。

アルソア
ローションⅠ

アルソア
ローションⅡ

アルソア
セルローション

150ml

48g
（1.6g×30袋）
4,104円

48g
（1.6g×30袋）
4,104円

（本体価格 3,800円）

（本体価格 3,800円）

ジオリナ ビエッセ

ジオリナ ビエッセEX

レギュラーサイズ 45g
（150mg×10粒×30袋）
4,320円（本体価格 4,000円）

レギュラーサイズ 45g
（1.5g×30袋）
10,800円（本体価格 10,000円）

ラージサイズ 135g
ラージサイズ 135g
（150mg×10粒×90袋）
（1.5g×90袋）
11,880円（本体価格 11,000円） 29,160円（本体価格 27,000円）

ライフォリジン オメガ３
90g
（500mg×180粒）
9,720円（本体価格 9,000円）

ライフォリジン クリア
27.6g
（460mg×60粒）
4,104円（本体価格 3,800円）

新鮮な潤いで、
肌をすこやかに整える。

深くまで保湿、
隙ひとつない透明感。

しっとりツヤ、
若々しいハリと弾力感。

アルソア
エッセンスⅠ〈美容液〉

アルソア
エッセンスⅡ〈美容液〉

アルソア
セルエッセンス〈美容液〉

30ml

30ml

25ml

5,500円

（本体価格 5,000円）

10 袋

ジオリナ 酵素G（180g）
ジオリナ 酵素ミニ
50ml
2本
プラス2本

コチャママ

ライフォリジン セルエナジー
（30袋）
ライフォリジン セルエナジー
プラス3袋
3袋

ジオリナ 霊芝 ラージサイズ
（90袋）
ジオリナ 霊芝
10 袋
プラス10袋

ライフォリジン サーキュラ
（30袋）
ライフォリジン サーキュラ
プラス3袋

ジオリナ ビエッセ ラージサイズ
（90袋）
ジオリナ ビエッセ
10 袋
プラス10袋

ライフォリジン ミネラル
（57ｇ）
ライフォリジン ミネラル
プラス3袋（1袋5粒入）

ジオリナ ビエッセEX ラージサイズ
（90袋）
ジオリナ ビエッセEX
10 袋
プラス10袋

ライフォリジン オメガ3
（90g）
ライフォリジン オメガ3
プラス1袋（1袋12粒入）

アルソア
モイストベイス
50ml

〈美容オイル〉

4,950円

（本体価格 4,500円）

アルソア
セルセラム

コチャママ スパピリカ

8,800円

35ml

5,500円

（本体価格 5,000円）

アルソア
モイスチュアージェル

〈保湿ジェル〉

30g 4,180円

（本体価格 3,800円）

アルソア
セルジェル

〈美容ジェルオイル〉

（本体価格 8,000円）

1.5g×30包

7,700円

（本体価格 7,000円）

〈バスルーム用浄水器〉

39,600円（本体価格 36,000円）
（φ117mm×H264mm／0.9kg）

1袋

50ml

交換カートリッジ
16,500円（本体価格 15,000円）

アルソア製品を愛してくださるお客さまへ
アルソアでは、ねむの樹ビューティーカウンセラーがお客さま
一人ひとりの肌状態にあわせた
「カウンセリング販売」
を行っ
ています。毎日肌にふれるものだから、
安全で最適な製品を、
安心とともに、
人から人へ、
手から手へ、
真心を込めてお届け
したい。それがアルソアの想いです。アルソア製品はカウン
セリングとともに、
正規販売員からお買い求めください。
製品やご購入についてのお問合せはこちらまで／アルソアお客様相談室：0120-820-370 ／ 9：30～17：00（土・日・祝日を除く）www.arsoa.co.jp

アルソア エッセンス マスク

〈保湿シートマスク〉
（30ml×1枚）
×5包

8,250円

（本体価格 7,500円）

※敏感肌用の
「アムニー AP」、
エイジングケア
（年齢に応じたケア）
用の
「ソナディス ボーテ」
のスキンケアシリーズもございます。※アルソア製品は、
アルソアR&Dセンターをはじめとする
研究機関が協力し、「安全性」「機能性」「専門性」の３つの観点から開発されています。※その他の製品については、
ねむの樹ビューティーカウンセラーへお問合せください。

「ビストロだいず」
３種（オニオンガーリック、ハーブマリネ、甘辛ごぼう）を
各３袋ずつセットにして抽選で10名さまにプレゼント！

※「ジオリナ 白鶴霊芝AG」
のキャンペーンも実施中。また、
ジオリナ、
コチャママのその他の製品については、
ねむの樹ビューティーカウンセラーへお問合せください。
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アルソア
エス

〈化粧液〉

3袋

14,300円

（本体価格 13,000円）

悩みに応えて美しさを際立たす、
スペシャルケア。

〈化粧液〉

3袋

8,800円

（本体価格 8,000円）

SPECIAL CARE

ジオリナ 酵素プラス
ラージサイズ（90袋）
ジオリナ 酵素プラス
プラス10袋

3本

5,280円
（本体価格 4,800円）

スペシャルケア

ジオリナ 酵素（500ml）
ジオリナ 酵素ミニ
50ml
1本
プラス1本

冬の健康食品キャンペーン
ジオリナ 白鶴霊芝EX
（10本×3箱）
ジオリナ 白鶴霊芝EX
プラス3本

150ml

肌が呼吸する、美しさが活きる。

活きた水で健康に
に、
お得なこの機会
い。
さ
だ
く
用
利
ご
ひ
ぜ

3,850円

（本体価格 3,500円）

ESSENCE

ジオリナ
リナカン茶W

150ml

3,850円

（本体価格 3,500円）

保つ

ジオリナ
リナカン茶D

〈化粧水〉

〈化粧水〉

〈化粧水〉

潤す

50ml×10本×3箱
34,560円（本体価格 32,000円）

ジオリナ 白鶴霊芝AG

ARSOA SKIN CARE

50ml×10本
12,960円（本体価格 12,000円）

レギュラーサイズ 14.4g
（60mg×8粒×30袋）
12,960円（本体価格 12,000円）

〝 ３つで ひ とつ 〟
3STEP

レギュラーサイズ 36g
（120mg×10粒×30袋）
5,940円（本体価格 5,500円）

4,400円（本体価格 4,000円）
2,420円（本体価格 2,200円）

洗う

アルソア クイーンシルバー

〈枠練石けん〉

ハガキに以下の①～⑪を明記の上、下記宛先までお送りください。
① お名前（ふりがな） ② 性別 ③ 年齢 ④ 住所、郵便番号 ⑤ 電話番号 ⑥ 一番おもしろかった記事 ⑦ 興味がなかった記事
⑧ 今号の感想 ⑨ 何年前からアルソア製品を使っていますか？ ⑩ あなたはビューティーカウンセラーですか？
⑪ あなたにとって「アルソア」のイメージを一言でいうと？
締切

2020年2月29日
（土）当日消印有効

宛先

〒408-8522 山梨県北杜市小淵沢町2961 アルソア本社（株）
「アルソア アイ Vol.121」編集室

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。※写真はイメージです。実際のものと異なる場合があります。
※お客さまの個人情報はプレゼント発送に使用し、
企画終了後、
速やかに消去させていただきます。
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