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をつくる

2020
SPRING

ブランドストーリー
し あ わ せ

幸福の循環
トレンドメイクアップ

魅せる春フェイス

To the bright future with ARSOA

心から豊かに美しく

高原の春は︑雪解けとともに

ゆっくりと始まります︒

やわらかな光を浴びて︑

目覚めていく様々な命︒

ふもと

植物は芽吹き︑やがて花を咲かせる︒

鮮やかに色づいていく麓と︑

未だ残雪を抱く山々との

コントラストの美しさ︒

四季折々の風景は︑いつも私たちに

大きなチカラを与えてくれます︒

自然とともに生きることを決意し︑

小淵沢の地に移り

年の年月が経ちました︒

そして迎えた 2020 年は

変革の年といわれます︒

加速するデジタル化︑環境問題の深刻化︑

様々な変化を遂げるときこそ︑

本質を見失わないことが大切です︒

大自然のエネルギーを活かし︑

人に本来そなわった

内なる自然のチカラを引 き 出し ︑

高めていくこと︒

人は自然の一部として生かされている

存在であることに気づき︑感謝し︑

ともに生きていくこと︒

どんな時代にもゆらがない︑

真の健康と幸福へ

よりいっそうのチカラを注ぎ︑

多くの方々にお届けしてまいります︒

滝口玲子

春の光溢れる小淵沢の地から︑

代表取締役社長

また新たな一歩を︒
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Brand Story
from Kobuchisawa

アルソアが小淵沢を選んだ理由

“幸福の循環”
し

あ

わ

せ

自然から学び、ともに生きるライフスタイルの提案を通して、
すこやかな幸福が巡る毎日を。アルソアの変わらぬ想いを
小淵沢からお届けしてまいります。

「人と自然との調和の中に、真の健康と幸福を創
る」。この理念を実現するためにアルソアは 22 年
前、東京都・渋谷から山梨県・小淵沢に本社を
移転しました。八ヶ岳の南麓、標高 1000 メート

To the

ルの高原の地。雄大な山々に抱かれ、豊かな湧

bright future

き水に恵まれた土地で、自然に学び、自然のエ
ネルギーと調和しながら「心・体・肌」の健康を
目指した製品づくりとライフスタイル提案を行ってい
ます。人体に欠かすことのできない「水」と「ミネ
ラル」にこだわったものづくり、世界的にも貴重な
有用菌種の発見など、自然のチカラを活かしきる

小淵沢

研究開発は、化粧品だけではなく食の分野でも大
きな実を結んでいます。また、環境保全活動も積

山梨県

極的に推進。人と自然の調和を未来につなぐため
に、これからも真摯な取り組みを続けてまいります。

3

さんぶいち ゆうすい

八ヶ岳南麓から湧き出る「三分一湧水」。
日本名水百選にも選定されており、古くからこの土地の人々の暮らしをささえてきました。

2

考え︑
理想の水を追求し︑
研究や開発を重ねてきました︒

くること︒アルソアは水も大切な原料のひとつとして

命題に対する答えは︑化粧品のベースとなる水からつ

くなろうとする本来のチカラを引き出したい︒難しい

自然のチカラを活かしたシンプルな処方で︑肌が美し

美 肌 を 追 求 して 辿 りついた 水づ く り

賞。2018年以降は、サンクスツ

プロデュースし、キャストとともに
全国を回っている。
４月に愛知公

2

代前半に 見 えるほ ど

歳からアルソアの３ステップ一筋の浅田真央さん︒マ

イクロスコープで見てみると︑

のキメ細かなとても美しい肌︒毎日たっぷり良質な水
を与える大切さ︑
アルソアが水からつくることの意義を︑
どんな言葉より雄弁に物語るみずみずしい肌です︒

DVDを発売予定。

２０２０年︑
﹃アルソア アイ﹄では

アーとして自身でアイスショーを

アルソアの製品づくりに活かされている︑

年〜2014年世界選手権で３度

水への深い情熱をひもといていきます︒

優勝、2014年ソチ五輪６位入

第１回は︑
スキンケアの根幹となる

るモール水︵植物性温泉水︶
︑ つの水を活用しています︒

のミネラルバランスに近いアルソア水︵常水︶と保湿力のあ

です︒アルソアは自然をお手本に︑NMF︵天然保湿因子︶

量の保持には︑肌本来の働きを整え︑保湿することが重要
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演の模 様を収 録したBlu-ray・

〝水づくり〟から行う︑
そのこだわりに迫ります︒

みずみずしい肌の角層の水分量は ％以上︒理想的な水分

美 しい肌づ く り と 良 質 な 水の 密 接 な 関 係

ギュアスケーター。2010年バン

水からつくったスキンケア。 続けた先のアルソア肌

クーバー五輪銀メダル、2008

美 し さの 源 は 良 質 な 水で し た

水

アルソアの 水 が は ぐ く ん だ 、
すこ や か な 真 央 肌

1990年愛知県生まれ。
プロフィ

4
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Asada Mao

浅田真央

Special Feature

良質な水にこだわり︑水とともに
進化を遂げてきたアルソア︒
水にまつわるヒストリー︑
そして

黒い石けん、誕生
スキンケアシリーズを一本化し、よ
りシンプルで、手応えのあるスキン
ケアへパワーアップ。
もちろんベー
スのアルソア水とモール水も進化
しています。

天然の保湿成分、フミン物質を含む
モール水
（植物性温泉水）
のチカラを
活かしたスキンケアシリーズ
「ヌクォル」
が誕生。
そのチカラはより洗練され、
「セル」
シリーズに受け継がれています。

理想のミネラルバランスを追求した
アルソア水（常水）
を使ったスキン
ケアシリーズ「アムニー」が登場。
そ
の後継が、
「アルソア ローションⅠ」
、
「アルソア エッセンスⅠ」
です。

肌をすこやかな状態に保ちたいと
いう多くの声に応え、スキンケアの
カギとなる水の研究を開始。水か
らこだわった、肌にやさしい基礎化
粧品シリーズが登場しました。

「アルソア クイーンシルバ ー」
（上の写 真・発 売当時の名 称は
「クイーンシルバーハニー」）が発
売され、アルソアの歴史はここか
ら始まりました。

辿 りつい た

2 つの
水

リゾートキット
キャンペーン2020

独自の水について︑解説します︒

基礎化粧品シリーズ登場

自然のチカラで
美しさを引き出す
理想の水を求めて

え

アルソア水を開発

アルソア誕生を導いた温泉との出会い

ず

モール水がお目見え

年 近く前︒すべての女性の肌を
か

美しくしたいと願っていたアルソアの
創始者・高村佳寿枝がついに出会っ
た の が︑と あ る 山 奥 の 温 泉 で し た︒
温泉に入った後のしっとりした肌の
感触から︑そのミネラル成分に美肌へ
の可能性を見出したのです︒
塗り 重ねるのではなく︑洗 うこと
で︑美 しい肌 が目 覚 める 石け んをつ
くりたい︱︱︒強い想いから 試 行 錯
誤を重ねた日々︒温泉との出会いか
ら２年の歳月を経て１９７２年︑つい
に理想の石けんが完成しました︒

よりよい製 品づくりの環 境 を 求
め︑１９９８年に本 社と研究所を山
梨 県・ 小 淵 沢 に 移 転 し ま し た︒ 緑
豊かな自然のエネルギーに恵まれた
環 境で︑水のチカラを活かすための
研究を続けています︒水をベースに
したスキンケアだけでなく︑メイク
アップやボディケア︑ヘアケア 製 品
など︑多 様なアイテムを自然と対峙
しながら開発しています︒

水を求め全国を巡った結果︑自社
工場を構えたのは名水の郷︑長野県・
佐久︒空気が清らかで自然豊かな環

ローションⅠ︑ⅡやエッセンスⅠ︑Ⅱに
使 わ れているアルソア 水 は︑肌のNMF
︵ 天 然 保 湿 因 子 ︶の ミ ネ ラ ル バ ラ ン ス が
お手本︒八ヶ岳水系の水をもとに肌に不
要 な 成 分 を 取 り 除 い て 磨 き 上 げ て か ら︑
必要な天然鉱物由来のミネラル成分を溶
け込ませてつくられています︒2019
年には︑NMFのミネラルバランスをよ
り追求し︑さらに肌なじみよく調整︒肌
に理想の水を目指し︑日々研究を続けて
います︒

セルローションやセルエッセンスに使
用しているのがモール水︒北海道・十勝
あたん

でいたん

かこうはんがん

川流域で湧出するモール水は︑太 古 の 植
物 が 堆 積 し た 亜 炭・ 泥 炭 層 と 花 崗 斑 岩

層 を 通 過 す る た め ︑天 然 保 湿 成 分 の フ
ミン物質やミネラルをバランスよく含
有 し て い ま す︒ 肌 あ た り が と て も ま ろ
やかで︑天 然 の 化 粧 水 と 称 さ れ る ほ ど ︒
アルソアはその 保 湿 力 を 化 粧 品に 活 用
してきました︒さらに昨 年︑モール水 中

40ml

境である八ヶ岳水系の水源を採用す

「アルソア水」
「モール水」

の成分を濃縮することに成功︒その可能

セット内容は一例です。
ポーチの色はセット内
容に準じます。
詳しくは、ねむの樹ビューティー
カウンセラーまでお問合せください。
※コチャママ製品は対象外です。

性を引き上げました︒

■アルソア クレイパック
ミニチュアサンプル 2個
■アルソア セルローション

ることに︒山に降った雨や雪解け水
スキンケアが リボーン

アルソアと
水の
ヒストリー

6
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クイーンシルバー

が地中でろ過され︑湧き出た水は肌

標準重量20g（ケース付き）

あたりがやさしく︑アルソアの目指
す製品づくりに適した原水です︒

期間中、
アルソア製品を
合計3万円（税抜）以上お買い上げの
お客さまにプレゼント！

1972
1973

肌なじみを追求した水
悠久の時がはぐくんだ潤いの水
プレゼント内容（オリジナルポーチ付き）

ARSOA CELL

■アルソア

〜4/30（木）
プレゼント期間

水の清らかな環境で、 理想の製品を研究開発

を
「つくる」

1989
1999
2019

50

スキンケアに最適な水を探し、 辿りついた佐久

水
Special Feature

Step

を
「つくる」

1

必要な潤いは残して
スッキリ 洗う

3

スキンケアで大切なのは「洗う」ことと考え
るアルソアの原点。伝統的な枠練り製法で
70日間*¹かけてつくることで、天然由来ミ
ネラル成分*²や保湿成分を贅沢に配合。キ
メ細かく弾力のある泡が汚れを包み込んで、
アルソア クイーンシルバー

肌を清潔にしながら必要な潤いは残し、洗

〈枠練石けん〉
標準重量135g
4,400円（本体価格 4,000円）

しっかり潤う
基本の３ステップで
真央肌に！

美肌づくりの
ステップ
基本

水

Special Feature

い上がりはしっとりです。
＊1 135gの場合 ＊2 堆積岩・火成岩

Step

2

1

Plus

シリクレイは水分保持力に優れたマグネシ

よね︒アルソアさんは︑スキンケアの

ステップがとてもシンプルだからこ

そ︑ベースの水がとっても大切だと思

います︒アルソア水︵常水︶とモール

水︵植物性温泉水︶
︑化粧水の目 的 に

よって２種類の水を使い分けるなん

て本当にすごいです︒小淵沢の研究

アルソア クイーンシルバー・
クレイパック・ローションの3ア
イテムご購入で応募券1枚進呈

左記の対象製品を購入するともらえる
応募券1枚を1口として、専用応募ハガ
キに貼り、郵送してください。厳正なる抽
選のうえ、当選をお知らせいたします。

所で研究員の方にお話を伺ったとき

9

アルソア クイーンシルバー・クレイ
パック・ローション・エッセンスの4
アイテムご購入で応募券2枚進呈

3/1（日）〜6/30（火）

も︑非 常にこだわって 開 発 されてい

www.arsoa.co.jp/campaign/bihadathefinal/

T he F I NA L

応募期間

※現地までの交通費、その他個人費用は当選者ご本人の
ご負担になります。

■グッズ賞 .............. 500名さま
アーティスト 舘鼻則孝 オリジナル ハンドミラー

アルソア
美肌ラインキャンペーン

ることに感動しました︒

3ステップ

﹁日本全国︑場所によって︑水は本当

3ステップ
＋
エッセンス

（本体価格 8,000円）

サンクスツアーで全国を巡りホテ

スペシャルな2つの賞

■アイスパーティ賞 ... 600組1,200名さま
『2020 ARSOA with MAO アイスパーティ
The FINAL』ペアチケット
11月7日（土）開催予定（京都）

（本体価格 3,500円）

に違うと思います︒スケートで世界を

活かしたセルローションの３種です。

アルソア エッセンスⅡ

〈美容液〉
30ml 8,800円

と 使っていて︑ま さにシンプルイ ズ

〈化粧水〉
150ml 3,850円

しハリのある肌を保つモール水のチカラを

＊肌本来の働きを正常に保つこと

ベストだなと思っています﹂

アルソア
ローションⅡ

ルに滞在していると肌がとても乾燥

与えるローションⅠ、みずみずしく澄みわた
る肌へと導くローションⅡ、まろやかに保湿

回っていたときも水質が全然違って︑

をベースに敏感な肌にもマイルドな潤いを

するので︑ローションをいつもより多

（本体価格 3,500円）

国によっては︑顔を洗うのに水道水を

〈パック〉
100g 3,850円

肌なじみのよい良質な水そのもので「潤す」
をテーマにつくり上げた化粧水。
アルソア水

めにつけて保湿するように心がけて

アルソア クレイパック

化粧水で潤った肌の働きを「保つ」役
割の美容液。高い保湿力がありつつ、
肌が呼吸するような軽やかで心地よい
テクスチャーが特長。肌本来のチカラ*
をサポートし、美しくすこやかな肌づく
りに大切な仕上げです。

使わないように気をつけないといけな

良質な水のチカラで
たっぷり潤す

います︒そうすると肌がよい状態に

潤いを保ち
肌の働きを
助ける

い国もありました︒反対に︑北海道・

3

保てるので︑アルソアさんの 水 は 本

Plus

十勝にあるモール温泉は︑肌がしっと

1

Step

当によい水だと実感しています︒ずっ

さらに

りしたのを覚えています︒

感に差をつけます。

化粧水のベースとなる水からこだ

鼻のわきなど細かい部分に密着。肌の透明

わってつくっているって︑すごいです

ウムを含み、粒子がとても細かく、毛穴や小

多忙な日々が続く中でも

アルソア独自の「除く」ステップ。天然泥、モ

潤いに満ちた肌をキープしている浅田真央さん︒

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みをよくする

その肌を生み出しているのが︑

水から生まれた３ステップのスキンケアです︒

古い角質や汚れを
やさしく除く

※2020年7月5日（日）当日消印有効
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1

WARM
▼

COOL

▼

▼

▼

大自然に映える
ナチュラルメイクアップ

爽やかなエフォートレス
ビューティメイクアップ

大地を思わせるアースカラーを目もとに、頬には

今季注目のブルー系の濃淡で目もとを演出し、

ハッピーなオレンジをオン。大自然を表現したナ

洗練されたしなやかな女性像を表現。頬や唇は

チュラルメイクアップが完成です。「細く入れたブ

ソフトな色で仕上げて。「ブルーの目もととピンク

ラックオリーブのやわらかさが絶妙。オンでもオフ

のチークやリップの組み合わせが、女性らしさも

でもフィットするメイクだと思います」（佳乃さん）

格好よさも表現してくれますね」（佳乃さん）

この春は、グリーンやブルー
を中心に、
アースカラーや鮮
やかな色、動植物のプリント
を思いきり楽しみたい。
「南
国気分いっぱいでウキウキ
します!」
（佳乃さん）

時代はサステナブル︒

﹁自然との共生﹂を

目指すルックが台頭

日本のみならず︑世界的な自

然災害の頻発など︑環境問題を

無視できない近年︑ファッショ

ントレンドも﹁サステナブル
︵持

続可能な︶
﹂ を キ ー ワ ー ド に︑

大自然に着想した色や柄︑
素材︑

あるいは生態系にやさしい素

材︑時代を超えた定番スタイル

などに注目が集まっています︒

そんなファッションを完成さ

せるメイクアップも自然との共

生 が ポ イ ン ト︒ ベ ー ス メ イ ク

アップはていねいなお手入れで

十分に潤ったナチュラルな肌を

生かしながら︑ほどよいきちん

と感を演出できるセミマット肌

に︒自然な血色のよさを連想さ

せるヌーディなリップやチー

ク︑目もとのライトカラーから

11

ダークカラーへのやわらかいグ

ティストとして全国で活躍中。

ラデーションで︑エフォートレ

同校講師およびメイクアップアー

スに仕上げます︒

リエイト専門学校でメイクを専攻。

きちんと手をかけているから

プアーティスト。AOBビューティク

こそ︑自然でいきいきとした印

アルソア本社株式会社 メイクアッ

象になる︒この春は︑そんなバ

Ishihara Toshiyuki

ランスを意識してみましょう︒

石原敏行

ミニマルな機能美を持つ、
ユ
ニフォーム風のセットアップ
やワンピースが急浮上!「パ
リッとした素材の無地の服
は、気持ちが引き締まります
ね」
（佳乃さん）

2020
S/S ST YLE

魅せる春フェイス
吹く風もふんわりと暖かくなってきたこの頃、
メイクアップ＆ファッションは、

もう衣替えしましたか？ この春、
フレッシュな気持ちになれる旬のスタイルは
サステナブルをキーワードに、
自然との調和がカギ！

10

季節の変わり目こそ、
保湿ケアは念入りに行います

知りたい！キレイの秘密
もっと

ブルーシャドーで涼やかに

木村佳乃’s

by

イホールと目の際に重ねた濃淡のブルー

A
C

B
B

G

〈CN314〉

A

〈N303〉

D

〈CN803〉

C

〈CN324〉

E

H

F

〈CN801〉

があるのに保湿力も高くて︑肌

この春も欠かせない！

﹁自然を意識したファッション︑

を守ってくれる感じがします︒

乾燥と UV対策

いいですね！ 最近は自然環境の

ことも気になります﹂と︑ボタ

ニカルプリントのスカートを優雅

になびかせて語ってくれた佳乃

アも心がけているそう︒
﹁ でき

さん︒日頃から子どもたちにも

です︒
﹁ボランティア活動など大

るだけ旬のものを食べていま

環境の大切さを伝えているそう

それたことはできませんが︑ゴミ

の分別は真剣にやっています﹂

季節の変わり目は自然環境が

肌に与える影響も気になるとこ

ろ︒佳乃さんはしっかりと対策

されているそう︒
﹁ 春は何より

きて︑今︑ 個くらい実ってる

お気に入り
アイテム

洗顔！ つらい花粉も落とせま

Favorite item

んです！﹂

演。6月公開の映画『騙し絵の牙』に出演。

すから﹂と力説︒さらに乾燥と

MC出演中。フジテレビ系列ドラマ『アライ

ブ がん専門医のカルテ』では医師役を熱

イラインで、凛と涼やかな目もとに。

D〈N613〉

ヘルシーな春メイクアップのために大切なのは、
ていねいなスキンケア。佳乃さんの
この春の、暮らしと肌への想いを伺います。

マでも活躍。NHK『所さん!大変ですよ』に

のアイシャドーと、
目尻を太めに入れたア

E〈621〉

心も肌も、
自然と
うまく共存したい

女優、東京都出身。2010年映画『告白』で

CN Palette

眉はアイブロウで自然なストレートに。
ア

Vol. 1

ブルーリボン賞受賞。映画をはじめTVドラ

1

COOL

H〈901〉

SkinUp
Care

木村佳乃 Kimura Yoshino

S/S ST YL E

S/S S T YL E

オレンジのチークで健康的に

2

WARM
by

F or G

NW Palette

D〈NW616〉

H〈903〉

E〈623〉

眉は自然なアーチ形にして女性らしく。

UVへの対策についても一家言

ある佳乃さん︒
﹁リベスト SP

プレペアローションは︑透明感

さらに︑バスタイムにアルソア

25ml 14,300円（本体価格 13,000円）

のクレイパックで汚れを除き︑

エッセンス マスクで保湿する

ことを習慣にしています﹂

また︑食生活で内側からのケ

す﹂
︒最近は家庭菜園にはまっ

ているのだとか︒
﹁ アルソアさ

アルソア セルエッセンス〈美容液〉

んのファームに感化されて︑庭

150ml 5,280円（本体価格 4,800円）

にレモンの木を植えたんです

アルソア セルローション〈化粧水〉

40

が︑ 年目にしてついに収穫で

「ずっと、肌トラブル知らずなんで
す!」
という佳乃さんが、潤いを保つ
ために日々愛用しているのが、セル
シリーズ。
「シンプルなケアで、すっ
ごく気に入っています」

4

まぶた全体に塗った明るいピンクのアイ
シャドーや、オレンジ系のチークで、健
康的な華やかさを演出するのがコツ。

F

A
C

B

〈N806〉

G

D

C

A

〈N322〉

〈N305〉

E

H

〈NW810〉

B

〈NW326〉

F or G
トータルUVケア キャンペーン2020
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）
※お好きなローションを
お選びいただけます。

＋

（本体価格 4,000円）

13

or

リベスト シルキーパウダーファンデーション リフィル

＋

リベスト SP
プレペアローション ラージ

ＳＰＦ２２ ＰＡ＋＋
40ml 4,400円

リベスト シルキーパウダーファンデーション

ＳＰＦ２２ ＰＡ＋＋ 10g 全5色 各5,280円（本体価格 4,800円）
ＳＰＦ２２ ＰＡ＋＋ 10g 全5色 各3,960円（本体価格 3,600円）

or

リベスト プレストパウダーS

１
１ｇ
〈パフ入り〉 ４，
９５０円（本体価格 4,500円）
or

リベスト プレストパウダーS リフィル

１
１ｇ
〈パフ入り〉 ３，
７４０円（本体価格 3,400円）

第1弾

〜5/31
（日）

紫外線に負けない潤い素肌をキープ!

うるツヤ透明肌セット

（UVグローブ付き）
期間中、
うるツヤ透
明肌セットをご購
入いただくと、
冷感
素材のUVグロー
ブをプレゼント!

Present

リベスト シェードオン〈A, B, C〉

リフィル

HOW TO MAKE-UP

各1,320円（本体価格 1,200円）

リベスト ブラッシュオン〈D〉
リフィル 各1,650円（本体価格 1,500円）
リベスト ブラッシュオン シャイン〈E〉

リフィル 各1,650円（本体価格 1,500円）

リベスト リップカラー 〈F, G〉

リフィル 各880円（本体価格 800円）

リベスト リップグロス〈H〉

各2,310円（本体価格 2,100円）

1

眉はアイブロウで自然なかたちに描く。色は髪の色にあわせる。

ルに向かって入れる。
を入れる。

6

3

まぶた全体に A を入れる。

4

下まぶた 4 分の１にもアイライナーを入れる。

9

D に重なるように E を広い範囲に入れる。
H を唇全体に重ねる。

10

B を目の際からアイホー

C を目の際に入れる。

全体を自然にカールし、
マスカラを均一にたっぷりとつける。
11

2

8

7

5

アイライナー

アイラッシュカーラーでまつ毛

D を口角に向かい自然に入れる。

F または G を唇のかたちにあわせて塗る。

12

目指す キレイ は食事から！

Beauty Up Recipe
こだわって選んだ旬の食材を使って、
簡単で美味しい春の一皿をつくってみましょう！

Lesson

ラベルを見れば
わかること

01

日本の調味料は、味噌や醤油、酢
など発酵食品が多いのが特徴。少

Lesson

生命力をいただく

選食レシピ

03

は “伝統食”に回帰
代
！
時

量ながら毎日口にするので、調味料
から食生活を見直すのは効果的で
す。体によい調味料を見極めるヒン
トはラベルやパッケージにあります。
食品添加物が最小限に抑えられて
いるか、自然でシンプルな原材料で
構成されているかなどがチェックポ
イント。さらに生産者情報や産地、
製法、熟成期間など、パッケージに

Vol.1

美と健康の基本、
正しい 選食 を学ぼう

スキンケアで健康な素肌をはぐくむことは大切です
が、その肌をつくるのは食。第 1 回は、情報過
多時代に惑わされない食の正しい選び方＝
「選食」について学びます。

記載された内容をしっかりチェックし
ましょう。

私たちの体はすべて、食べたものでできています。では、私たちは食
べ物から何を受け取るのでしょうか。栄養素や水分など、いろんな基

04

素材本来の味を
味わう感覚を取り戻す

Lesson

新鮮野菜がたっぷり摂れる

春野菜のサラダ
レモンジンジャードレッシング
材料［ 4人分 ］

グリーンリーフ .... 数枚 ベビーリーフ... 1パック
スナップエンドウ…8本 アスパラガス ........ 2本
ウド.................. 80g ラディッシュ......... 2個
................... 適宜
エディブルフラワー（食用花）
ドレッシング
生姜 ............. 15g 醤油 .............大さじ2
レモン汁 .... 大さじ2 オリーブオイル.. 大さじ1
亜麻仁油 ... 大さじ1 ビートオリゴ糖 . 小さじ2

つくり方

02

手間ひま をかけることの意味

Lesson

さらに食材が調理される過程で、つくる
人の手のぬくもり、心のぬくもりが加わり
ます。美味しく楽しく食べてほしい、健

アルブルドソア・
ブル

康でいてほしい、強くなってほしいなど、
相手を思う気持ちが料理に込められてい

アルブルドソア・
アコ

食べる人の滋養となって不思議と届くも

手軽に調理された食事がすぐ手に入る現代。濃い目の味付けや添加物

のなのです。昔の人は皆こうして、相手

の味に慣れてしまうと、素材そのものの味に鈍感になってしまうことも。

の考えを見出し、実践してきました。そ

も高く、その味も滋養に満ちた美味しさです。ときには、採れたての野

れによって食で体調を整えてきたのです。

菜を味付けせずに、自然に近い状態でいただくと 食感のリセット に。

美しさの基本は
正しい食の選び方にあり

﹁食養生﹂という言葉を聞いた

ことがありますか？ 読んで字の

ごとく﹁食で命をはぐくむ﹂と

いう意味︒私たちの体は︑
﹁食べ

たもの﹂によってつくられてい

ます︒そう考えると﹁何を選び︑

どう食べるか＝選食﹂の大切さ

がわかります︒

4

では︑どう選べばよいのでしょ

しん ど ふ じ

うか？ 上記 つのレッスンとと

いちぶつぜんたい

もに大切なのが︑
﹁身土不二﹂と

﹁一物 全 体 ﹂
︒
﹁ 身 土不二﹂とは︑

人間の体も自然も調和し︑つな

がっているという 考 え方︒旬の

＊栽培時無農薬。ただし、天候や季節などの事情により、有機農産物のJAS規格許
容農薬を使用した野菜の場合もあります。

ものは栄養価が高く︑自分が暮

500ml 10,800円

（本体価格 10,000円）

らす土地で採れた素材は体にあ

ジオリナ 酵素

うということ︒また﹁一物全体﹂

康食品を普段の食事にプラス。栄養のバラン

スを整えましょう。
「ジオリナ 酵素」は、無農

とは︑野菜には根も葉も皮もす

美と健康のために、ていねいにつくられた健

べて無駄がなく︑まるごといた

忙しいときは、健康食品でサポート！

だくことでバランスよく栄 養が

これもポイントね

アルソアの社名の由来、ねむの樹＝アル
ブル・ド・ソア（仏語）にちなんだキャラク
ター。未来の食や環境を案じるアコが空
飛ぶデジタルペット、ブルとともにアルソア
王国のウェルネススクールに入学! 健康
と幸福の歓びの輪を拡げようとしている。

の体を思い、医食同源や五味五色など

一方、無農薬で育った野菜は、とにかく新鮮で生命力に溢れ、栄養価

摂れるという考え方︒昔ながら

15

Let’s study!

きます。これも決して目には見えませんが、

薬野菜*を自然発酵させています。
アルソア本社に隣接する「奏樹」では、体にやさしくて美味
しい、旬のオーガニック食材を使用。八ヶ岳の四季を味わ
えます。http://www.soujyu.megaminomori.com/

ウェルネススクール生の
アコ＆ブルと一緒に

値化できなくても、必ず私たちの体で、いきいきと働いてくれるものです。

の伝 統 食︑一汁三菜 をベースと

「奏樹」
カフェ＆ダイニング
へどうぞ

の持つ命のエネルギーを多くたくわえているものといえるでしょう。数

した正しい食事や素材選び︒ま

そうじゅ

ロリーは同じでも、旬のもの、新鮮なもの、その土地のものは、食材

ずは基本の調味料〝さ・し・す・

｜こだわりの食を味わう｜

準がありますが、いちばん大きなものはその「命の力」です。たとえカ

せ・そ〟から見直してみませんか︒

❶グリーンリーフとベビーリーフはよく洗い、水気
を切ってから適当な大きさにちぎっておく。
スナップ
エンドウは筋を取り、茹でる。
アスパラガスは硬い部
分を取り、食べやすい大きさに切って、茹でる。
ウド
は皮をむき、白い部分をピーラーで薄切りにして水
にさらしておく。
ラディッシュは薄く輪切りにする。
❷生姜をみじん切りにし、他のドレッシングの材
料とよく混ぜ合わせる。
❸お皿に①を彩りよく盛り、好みでエディブルフ
ラワーをちらす。

Wellness
School

14

All Product

All Product

SKIN CARE

M AKE-UP

SKIN CARE
リベスト
プレペアローション

リベスト
SP プレペアローション
SPF22 PA++

60ml 4,400円（本体価格 4,000円）

Foundation

25ml 3,300円（本体価格 3,000円）

リベスト
モイストリキッドファンデーション

10g 各5,280円（本体価格 4,800円）
リフィル 10g 各3,960円（本体価格 3,600円）

20ml 各5,500円（本体価格 5,000円）

SPF22 PA++

111
112
113
114
115

ピンクミディアム
ナチュラルライト
ナチュラル
オークルライト
オークルミディアム

アルソア
クイーンシルバー ケース

ピンクミディアム
ナチュラルライト
ナチュラル
オークルライト
オークルミディアム

リベスト
プレストパウダーS

11g〈パフ入り〉
4,950円（本体価格 4,500円）
リフィル 11g〈パフ入り〉
3,740円（本体価格 3,400円）

N312
N322
N305
N315
N325
N303
NW313

シルバーツリー
ブラックオリーブ
ピンクスイートピー
ライラックパープル
パンジーバイオレット
パーリーダリア
サニーピーチ

リベスト ブラッシュオン

リフィル 各1,650円（本体価格 1,500円）
CN611
CN612
N613
N614
NW615
NW616

リベスト ブラッシュオン シャイン
リフィル 各1,650円（本体価格 1,500円）

ホルダー 1,760円（本体価格 1,600円）
リフィル 各1,760円（本体価格 1,600円）
550 ダークブラウン
560 ダークグレー

822 シャンパーニュ
83 ツートン

各2,310円（本体価格 2,100円）
901 スターダストジュレ
902 カクテルピンク
903 オレンジドロップ

リベスト リップコート
2,750円（本体価格 2,500円）

※雑誌
「25ans」
がベストコスメを選出する
「25ans ビューティ・メダリスト
大賞」
において、
アルソア クレイパックが
「透明感引き上げ賞」
を受賞。

アルソア ローションⅠ

アルソア ローションⅡ

ARSOA
ESSENCE

アルソア エッセンスⅠ

アルソア エッセンスⅡ

アルソア セルエッセンス

〈美容液〉

30ml 8,800円（本体価格 8,000円）

25ml 14,300円（本体価格 13,000円）

アルソア セルセラム

アルソア モイストベイス

〈化粧液〉

アルソア エス

〈化粧液〉

〈美容オイル〉

50ml 4,950円（本体価格 4,500円）

50ml 8,800円（本体価格 8,000円）

アルソア セルジェル

アルソア
モイスチュアージェル

〈美容ジェルオイル〉

35ml 5,500円（本体価格 5,000円）

アルソア エッセンス マスク

〈保湿シートマスク〉

〈保湿ジェル〉

1.5g×30包
7,700円（本体価格 7,000円）

500 ダークブラウン
510 ダークグレー

150ml 5,280円（本体価格 4,800円）

〈美容液〉

30ml 5,500円（本体価格 5,000円）

ホルダー 1,760円（本体価格 1,600円）
リフィル 各1,760円（本体価格 1,600円）

〈化粧水〉

150ml 3,850円（本体価格 3,500円）

〈美容液〉

ASROA
SPECIAL
CARE

アルソア セルローション

〈化粧水〉

150ml 3,850円（本体価格 3,500円）

リベスト アイライナーA

ブラック

ノミネート

〈化粧水〉

リベスト アイブロウA

2,200円（本体価格 2,000円）

リベスト リップグロス

ARSOA
LOTION

120g 3,300円（本体価格 3,000円）

リベスト リキッドアイライナー

リフィル 各880円（本体価格 800円）
マカロンピンク
ストロベリーモーブ
ローズジャム
ブラックカシス
ジェリービーンズ
ラズベリーレッド
ワインレッド
ピンクグレープフルーツ
ピーナッツクリーム
アプリコット
フランボワーズショコラ
フローズンアイス

シャイニーウッド
ダイヤモンドリリー
ホリーゴールド
モスグリーン
シナモンブラウン

621 シアーピンク
622 ピュアホワイト
623 スパークリングベージュ

キューティーピンク
エレガントローズ
コーラルチャーミング
ノーブルレッド
グレイスオレンジ
ハピネスオレンジ

リベスト リップカラー
CN801
CN802
CN803
CN804
N805
N806
N807
NW808
NW809
NW810
NW811
821

NW323
N306
NW316
NW326
NW317

2019年

ビューティ・メダリスト大賞

補う

サクラフルール
ローズウッド
カカオブラウン
サンフラワー
ブルーデイジー
ディープインディゴ
カサブランカ

リベスト
メイクオフ

アルソア クレイパック

〈パック〉

100g 3,850円（本体価格 3,500円）

121 ナチュラルピンクP
122 ナチュラルピンクS
123 ナチュラルオークル

Eye Make-up

リベスト シェードオン

ARSOA
CLAY
PACK

保つ

20g〈パフ入り〉
3,850円（本体価格 3,500円）
リフィル 20g
3,300円（本体価格 3,000円）

SPF15 PA+

135g・70g用
各110円（本体価格 100円）

標準重量 70g 2,420円（本体価格 2,200円）

潤す

リベスト
フェイスパウダー＃

N301
CN311
CN321
N304
CN314
CN324
N302

Lip

標準重量135g 4,400円（本体価格 4,000円）
標準重量 70g 2,420円（本体価格 2,200円）

アルソア クイーンシルバーPF

リベスト
シルキーパウダーファンデーション

リフィル 各1,320円（本体価格 1,200円）

Cheek

アルソア クイーンシルバー

〈枠練石けん〉

除く

101
102
103
104
105

Eye

25g 4,400円（本体価格 4,000円）

ARSOA
QUEEN
SILVER

無香料〈枠練石けん〉

リベスト
リキッドファンデーション

30g 各3,850円（本体価格 3,500円）

Powder /
Make-up
Remover

リベスト
モイストメイクアップベース

洗う

Make-up
Base

（30ml×1枚）
×5包
8,250円（本体価格 7,500円）

30g 4,180円（本体価格 3,800円）

AP
Sensitive
Skin Care

アムニー AP
スキンソープ

〈洗顔料〉

60ml 2,200円

リベスト マスカラ

（本体価格 2,000円）

アムニー AP
スキンローション

〈化粧水〉

100ml 2,970円

（本体価格 2,700円）

アムニー AP
スキンコート

アムニー AP
ソープ

〈保湿バーム〉

〈枠練石けん〉

20g 2,750円

標準重量100g
3,850円（本体価格 3,500円）

（本体価格 2,500円）

3,520円（本体価格 3,200円）
ブラック

リベスト
ナチュラルロング マスカラ

Aging*
Skin Care

3,520円（本体価格 3,200円）
ブラック

ソナディス ボーテ
エモリエントクレイ

ソナディス ボーテ
ローション

〈パック〉
＊年齢に応じたケア。

ソナディス ボーテ
エッセンス

〈化粧水〉

80g 4,730円（本体価格 4,300円）

〈美容液〉

120ml 6,270円（本体価格 5,700円）

40ml 16,500円（本体価格 15,000円）

TOOLS
リベスト
スポンジパフ

アイラッシュカーラー

〈シルキーパウダーファンデーション用〉

〈フェイスパウダー＃用〉

（ケース付） 935円（本体価格 850円）

110円（本体価格 100円）

1,100円（本体価格 1,000円）
替えゴム
（2個入り）
165円（本体価格 150円）

リベスト
替えパフ

眉カットハサミ

リベスト
替えスポンジ

〈シルキーパウダーファンデーション用〉
385円（本体価格 350円）

リベスト
替えコットンパフ

〈フェイスパウダー＃用〉
935円（本体価格 850円）
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リベスト
シフターネット

〈プレストパウダーＳ用〉
330円（本体価格 300円）

2,750円（本体価格 2,500円）

リベスト
リップカラーケース
990円（本体価格 900円）

リベスト
シェードオンパレットケース
990円（本体価格 900円）

リベスト
ブラッシュオンパレットケース
990円（本体価格 900円）

リベスト
メイクカラーハーモニーケース
1,870円（本体価格 1,700円）

メイクアップブラシセット

セット価格 29,700円（本体価格 27,000円）

❶

❷

❸ ❹❺❻

❶ No.1 フェイスブラシ
9,680円（本体価格 8,800円）
❷ No.2 チークブラシ
5,500円（本体価格 5,000円）
❸ No.3 アイシャドーブラシ
（大）6,820円（本体価格 6,200円）
❹ No.4 アイシャドーブラシ
（中）1,650円（本体価格 1,500円）
❺ No.5 アイシャドーブラシ
（小） 990円（本体価格 900円）
❻ No.6 アイシャドーチップ
（替えチップ大2本・小3本付）1,980円（本体価格 1,800円）
■替えアイシャドーチップ
（大）
3本入り 660円
（本体価格 600円）
■替えアイシャドーチップ
（小）
3本入り 660円
（本体価格 600円）

❼ No.7 眉ブラシ＆コーム
❽ No.8 リップブラシ
❾ メイクアップブラシケース

1,320円（本体価格 1,200円）
1,760円（本体価格 1,600円）
1,320円（本体価格 1,200円）

❼

❽

❶

❷

❸

❺

❻

❹ リベスト 替えリップブラシ

❷ リベスト 替えアイシャドーブラシ

❺ リップブラシ
1,650円（本体価格 1,500円）

〈ブラッシュオン用の替えブラシ〉
550円（本体価格 500円）

❾

❹

❶ リベスト 替えチークブラシ

〈シェードオン用の替えブラシ〉
495円（本体価格 450円）

❸ リベスト 替えアイシャドーチップ
〈シェードオン用の替えチップ〉
275円（本体価格 250円）

〈リップカラー用の替えブラシ〉

495円（本体価格 450円）

❻ 眉ブラシ＆コーム
550円（本体価格 500円）
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All Product

All Product

H E A LT H C A R E
健

❶ ジオリナ

HAIR CARE & BODY CARE
HAIR
CARE

酵素

500ml 10,800円（本体価格 10,000円）

❷ ジオリナ

健 康を
はぐくむ

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

❸ ジオリナ

ジオリナ 白鶴霊芝EX

50ml×10本 12,960円（本体価格 12,000円）
50ml×10本×3箱 34,560円（本体価格 32,000円）

ジオリナ リナカン茶D

ティネ シャンプー

ティネ リンス

〈ノーマルヘア用〉

〈ノーマルヘア用〉

500ml
2,750円（本体価格 2,500円）
リフィル 440ml
1,980円（本体価格 1,800円）

500ml
2,750円（本体価格 2,500円）
リフィル 440ml
1,980円（本体価格 1,800円）

48g
（1.6g×30袋）4,104円（本体価格 3,800円）

酵素Ｇ

イロンネ
育毛ローション
医薬部外品

145ml
2,750円（本体価格 2,500円）
■有効成分：
dℓ-カンフル、
β-グリチルレチン酸

イロンネ
育毛エッセンス

180ｇ 21,600円（本体価格 20,000円）

医薬部外品

ジオリナ 白鶴霊芝AG
52.5g
（125mg×7粒×60袋）
12,960円（本体価格 12,000円）

ティネ EXシャンプー

ジオリナ リナカン茶W

ティネ EXトリートメント

〈ダメージヘア用〉

48g
（1.6g×30袋）4,104円（本体価格 3,800円）

〈ダメージヘア用〉

250ml 2,200円（本体価格 2,000円） 180g 2,750円（本体価格 2,500円）

ティネ ヘアミスト

〈ヘアケア＆スタイリング〉
200ml 1,980円（本体価格 1,800円）

75ml
4,620円（本体価格 4,200円）
■有効成分：
グリチルリチン酸ジカリウム、
センブリエキス、
ニンジンエキス

OTHERS
BODY
CARE

ジオリナ 霊芝

❷

❶

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

❸

450g
3,080円（本体価格 2,800円）

ジオリナ ピュアカル〈食品添加物〉

220g
（110g×2袋）7,560円（本体価格 7,000円）

プリシーノ ボディソープ

〈全身洗浄料〉

美
美しさを
輝 かせる

しらきぬの湯s

〈薬用入浴剤〉医薬部外品

500ml
2,750円（本体価格 2,500円）
リフィル 400ml
1,870円（本体価格 1,700円）

ジオリナ ビエッセ

レギュラーサイズ 45g
（150mg×10粒×30袋）
4,320円（本体価格 4,000円）
ラージサイズ 135g
（150mg×10粒×90袋）
11,880円（本体価格 11,000円）

ライフォリジン
セルエナジー

225g
（7.5g×30袋）
8,640円（本体価格 8,000円）

ジオリナ ビエッセEX

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
（1.5g×90袋）
29,160円（本体価格 27,000円）

ライフォリジン
サーキュラ

285g
（9.5g×30袋）
16,200円（本体価格 15,000円）

22.5g
（250mg×90粒）
4,320円（本体価格 4,000円）

■栄養機能食品：
鉄、
銅、
ビタミンB₁₂、
葉酸

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）

200ml
2,200円（本体価格 2,000円）

プリシーノ バスパウダー

〈浴用化粧料〉

30g×15包
3,300円（本体価格 3,000円）

アピブラシ

〈ボディブラシ〉
3,300円（本体価格 3,000円）

ジオリナ リナカンC

115.2g
（320mg×6粒×60袋）
5,400円（本体価格 5,000円）

WAT E R

■栄養機能食品：ビタミンC

ライフォリジン
ミネラル

57g
（380mg×150粒）
6,264円（本体価格 5,800円）

■栄養機能食品：
マグネシウム、
カルシウム、
亜鉛

ライフォリジン Fe

プリシーノ ボディミスト

〈化粧水〉

■有効成分：
炭酸水素ナトリウム、
硫酸ナトリウム
（無水）

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）

コチャママ クックスター

〈飲料用浄活水器＊〉

コチャママ クックアクアメイト

〈飲料用浄活水器＊〉

コチャママ スパピリカ

〈バスルーム用浄水器〉

77,000円（本体価格 70,000円）
52,800円（本体価格 48,000円）
39,600円（本体価格 36,000円）
交換カートリッジ 33,000円
（本体価格 30,000円）
送料別 交換カートリッジ 25,300円
（本体価格 23,000円）
送料別 交換カートリッジ 16,500円
（本体価格 15,000円）
送料別
（φ164mm×H350mm／3.5kg）
（W180mm×H251mm×D98mm／1.95kg）
（φ117mm×H264mm／0.9kg）

清流

（ミネラル貴石125g・セラミックス75g）
×2袋
4,950円
（本体価格 4,500円）

＊アルソア独自のろ過材・活水材を充填した浄水器のことを
「浄活水器」
と呼んでいます。

コチャママに関するお問合せはこちらまで／コチャママシリーズコールセンター : 0120-04-4912／9:30〜17:00
（土・日・祝日を除く）

※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。

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。
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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

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。

表紙のビジュアルをイメージした、
スペシャルフラワーアレンジメントを
抽選で5名さまにプレゼントします！
締切
宛先

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あなたの好きなアルソア製品は何ですか？

2020年5月31日（日）当日消印有効
〒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.122」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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すこやかな、春肌の目覚め。
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2020年3月1日号（季刊）100円（税抜） 発行人／滝口玲子 アルソア本社 株式会社 〒408-8522 山梨県北杜市小淵沢町2961「アルソア アイ」編集室
本誌の無断複写（コピー）、転載等一切を禁じます。著作権侵害とみられたものについては、法的手段を講じる場合もあります。

水から生まれたアルソアの原点。
アルソアが目指しているのは、自然のチカラを活かしたシンプルなスキンケア。
1972年、
とある温泉の成分に着目したことから生まれました。
天然由来のミネラル成分*を配合した「アルソア クイーンシルバー」は、
キメ細かな白い泡が潤いを残しながらしっかりと洗い上げ、
肌がそなえている、美しくなろうとするチカラを引き出します。
＊堆積岩・火成岩

