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Make a smile in summer

笑み溢れる
夏のハッピーケア

特集

「水」
がはぐくむ
ブランドストーリー
し あ わ せ

幸福の循環
連載

木村佳乃 s
Skin Up Care
連載

真央からのヒント

アルソアは自社 農 園「ARSOA
レインボーファーム」で、食の安
全 性と環 境に配 慮した農 業を
実践しています。多様な微生物
や虫、雑草などと共生できる品
種を選び、農薬を使わず自然に
近い環境で栽培された野菜は、
豊かな滋味に溢れ、皮や根まで
まるごと美味しくいただけます。
ここで生 産された野 菜は健 康
食品の原材料として使用される
他、社員食堂の食材としても利
用され、お客さまと社員の健康
をささえています。

せ

“幸福の循環”
わ

あ

from Kobuchisawa

vol.2

体の中から美しく

自然から学び、
ともに生きるライフスタイルの

その水面には︑南アルプスの稜線と
爽やかな青空が映し出されています︒
里山を深緑に染める梅雨が明けると︑
いよいよ日本屈 指の日照時間を誇る
小淵沢の夏の始まり︒
雲の峰が湧き立つ青空︑

小淵沢からお届けしてまいります。

年の歳月をかけて︑

葉をのばし︑愛らしい花を咲かせています︒

そしてアルソアの畑でも︑夏野菜が元気に

まぶしい季節の訪れです︒

様々な命がいきいきと輝きを解き放つ︑

鮮やかな羽を広げ華麗に舞うオオムラサキ︒

力強く咲く大輪のひまわり︑

山梨県

アルソアの変わらぬ想いを

小淵沢

提案を通して、
すこやかな幸福が巡る毎日を。

幼い稲がぴんと背筋をのばす水田︒

田植えが終わり︑

し

私たちが大切に積み上げてきたこと︒
それは﹁食﹂への取り組み︒
化粧品会社でありながら︑自ら土を耕し︑
自然調和型農法で︑農薬に頼らない野菜をつくる︒
﹁心・体・肌﹂の健康から真の美しさを目指す
﹁三健の精神﹂に基づき︑
体の内側からすこやかさをつくり上げることを
いち早く提唱し︑実践してきました︒
太陽や澄んだ空気︑雨水の恵み︑
そして小さな虫たちの活躍︒
豊かな土壌から生まれる︑チカラのある野菜たち︒
その生命力をいただき︑
人が本来持っているチカラを高め︑
体を自ら守る免疫力を養う︒
そのための正しい食選びや健康の在り方を
実践するライフスタイルは︑
これからの時代を生き抜くために
欠かせない知恵であると︑
今あらためて︑その想いを強くしています︒
自然の循環と呼吸をあわせ︑
あらゆる生命がすこやかに生き続ける未来へ︒

滝口玲 子

この土地に学びながら︑この土地とともに︒

代表取締役社長
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Brand Story
22

美 し く ︑ すこ や かに

春号に続き︑
アルソアの水への想いをお伝えする特集︒
今号は︑
水が持つ健康や美しい肌を〝はぐくむ〟チカラに着目︒
〝飲む水〟
〝 洗う 水 〟
〝肌につける水〟の３つの観点から︑

役割やポイントを解説します。

いものです︒

心身ともにすこやかに過ごした

ものだからこそ質にこだわり︑

向きにしてくれます︒毎日飲む

のスイッチを入れ︑気持ちを前

む水に注意を払うことは健康へ

になれます！﹂と佳乃さん︒飲

﹁水を飲むと元気でポジティブ

切です ︒

い水を毎日︑適量飲むことが大

体にとって不要なものを含まな

どの働きを正常に保つためには︑

えます︒そして︑細胞や臓器な

美しく保つためにも不可欠とい

も関わっていることから︑肌を

また︑水は細胞の新陳代謝に

を及ぼすことも考えられます︒

くの臓器や細胞などに悪い影響

す︒水分が不足すると︑体の多

大切な役割を果たしているので

る働きがあり︑生命維持の上で

化したりコントロールしたりす

は私たちの体が持つ機能を正常

とされています︒つまり︑水に

る役割の主に３つの役割を担う

割︑③ 細胞などの働きを維持す

ンパの流れなどを調整する役

アルソアのこだわりをお伝えします︒

不可欠な存在です。 飲む水 の

じめTVドラマでも活躍。
NHK『所さ
レビ系列ドラマ『アライブ がん専門医

ん!大変ですよ』にMC出演中。
フジテ
のカルテ』では医師役を熱演。
公開待

＊体調や生活環境などによって変わります。

機作品に映画『騙し絵の牙』がある。

成人では、食事での摂取も含めて1日２Lほど
が目安*。過剰摂取は、体内のイオンバランス
を崩し、頭痛・めまい・嘔吐など、体に悪影響
を与える可能性もあるので適量を。

が
﹁はぐくむ﹂

よい水を飲むことで
心身ともに健康に！
﹁コップ１杯の水を飲むことから
１日が始まります︒水は本当によ
く飲みますね﹂と話す︑木村佳乃
さん︒量やタイミングをあまり
意識しないくらい︑自然と口に
する︑欠かせないものだそうです︒

健康のためにも、肌を美しく保つためにも

白』でブルーリボン賞受賞。
映画をは

女優、東京都出身。
2010年映画『告

体の中の水分量が変わ
りやすい起床後、入浴
前、運動後はもちろん、
1日の中でこまめに摂取
するのがおすすめ。
「喉が
渇いてから」ではなく
「こ
まめに飲む」と、体への
負担が軽減されます。

おすすめは

水道水には原水由来の
物質や消毒の副生成物
など、除去や低減した
方がよい物質が含まれ
ていることも。浄水器な
どを使って、体に負担の
かかる有害物質は取り
除くのがベター。

水は︑私たちの体の中で︑① 全

私たちの体の約65%を占めている水。

木村佳乃 Kimura Yoshino

1日に飲む量の目安は？
飲み過ぎはNG?
おすすめは

身の細胞に栄養分と酸素を届け

for

4
5

Q
体によい水を飲むには？

Q
おすすめは

おすすめの
飲み方は？
水分を摂る
ベストなタイミングは？

Q

Skin Care ｜
Wash ｜
Drink ｜
｜

たり︑老廃物を排泄したりする
運搬の役割︑② 体温や体液︑リ

飲む水

体の中から

Special Feature

｜

Drink ｜

Wash ｜

Skin Care ｜

BODY

進化したヘアケアアイテムで
すこやかな髪 をはぐくみ、保つ

ミネラルの泡で
体まで美しく

ヘアケア製品が、リニューアルしました。
スキンケ

CARE Items
シャンプー

for

HA I R

コンディショナー

オイル

汗をかくことが多い夏は、
「アルソア クイーンシルバー」をボディ

アにも使用している、NMF（天然保湿因子）のミ

ウォッシュにも使うのがおすすめ。
天然由来ミネラル成分（堆積岩・火成

を配合。
豊かな泡立ちで頭皮をさっぱり、
髪をなめ

上がり。
「アピブラシ」
で洗うことでマッサージ効果も得られます。

ネラルバランスをお手本にしたアルソア水（常水）

らかに洗い上げます。
紫外線やドライヤーの熱から
髪を守るオイルも新登場。
洗い方
❶髪をぬらす前にていねいにブラッシングを。
髪の汚れが
落ちやすくなり、
洗浄効果がアップ。
❷ぬるま湯でしっかりと
素洗いをする。 ❸シャンプーを泡立て頭皮を中心に洗う。
❹しっかりとすすぐ。 ❺髪の毛の水気を切ってから、
コンディショナーをつける。
髪の付け根からつけると根もと
がペタっとしてハリがなくなるので、毛先から。
髪になじませ
2〜3分おいてからすすぐ。
❻吸水性のよいタオルに髪を挟
み、押さえるように乾かす。 ➐トリートメントオイルを毛先
になじませ、
ドライヤーで乾かす。
New

アルソア シャンプー

New

アルソア コンディショナー

New

洗う水
肌に負担をかけずに洗うためには、
製品や水もきちんと選ぶことが大切です。
アルソアは 洗う水 も追求しています。

岩）
を含む泡が肌の潤いを残しつつ、汚れは落とし、さっぱりした洗い

CARE Items
石けん

ボディ
ブラシ

洗い方
❶湯船にゆっくりと浸かり、体を温める。 ❷
「アピブラシ」に「アルソア クイーンシルバー」
の泡をつけてよく泡立てる。 ❸つま先や手
のひらなど、心臓から離れているところから心
臓に向かってブラッシング。 ❹ ③とは逆方
向に弱めにブラッシング。円を描くようにリズ
ミカルに。

500ml 2,750円（本体価格 2,500円） ＊アルソア水配合
500ml 2,750円（本体価格 2,500円） ＊アルソア水配合

アルソア トリートメントオイル

30ml 3,080円
（本体価格 2,800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）

アピブラシ〈ボディブラシ〉

3,300円（本体価格 3,000円）

Co l u m n
塩素を99.9%除去する浄水器が
美しい肌と髪をサポート
自社研究所にて長年研究を重ね開発された独自の
浄水システムによって、肌への刺激となる塩素の除
去を実現。毎日のバスタイムに、肌や髪が歓ぶ水を
取り入れてみませんか。

肌や髪を洗う水に

バスルーム用浄水器
水道水の塩素を99%以上カット。肌や髪への
水あたりをやさしくする専用シャワーヘッドも取
り入れ、
肌と髪の美しさと健康をはぐくみます。
コチャママ スパピリカ

〈バスルーム用浄水器〉
39,600円（本体価格 36,000円）
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Drink ｜

Wash ｜

Skin Care ｜

アルソア水
肌にやさしい、
理想のミネラルバランス
理想のミネラルバランスを追求してつくり出した水

「アルソア水（常水）」。清らかな八ヶ岳水系の水
をベースに、
肌に不要な成分を取り除き、
肌のNMF

（天然保湿因子）のミネラルバランスをお手本にし

for

て、自然由来のミネラルを溶け込ませた水を生み出

しました。2019年には、さらに肌なじみをよくする

ため調整し改良。
「アルソア水」は、ローションⅠやⅡ、

アルソア ローションⅠ

エッセンスⅠやⅡをはじめとした製品に使用しています。

〈化粧水〉
150ml 3,850円

（本体価格 3,500円）

肌につける水

アルソア エッセンスⅠ

〈美容液〉
30ml 5,500円

（本体価格 5,000円）

肌本来の健康になろうとするチカラ、

アルソアが理想とするミネラルバランスが保たれているか、
毎日徹底
した検査をしてつくられます。
長野県佐久市の自社工場の様子。

美しくなろうとするチカラを引き出したい。
アルソアはスキンケアの主原料となる
水からつくることで、
理想をカタチにしました。

モール水
植物性温泉水の
保湿力でしっとり
北海道・十勝川流域に湧き出す「モール水（植物
あ たん

でいたん

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）

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）

か こうはんがん

性温泉水）」。亜炭・泥炭層と花崗斑岩層を通過す

るため、植物性由来の保湿成分・フミン物質やミネ

化粧水のベースとなる
〝 水 〟からつくる

アルソアは︑水を単に成分を

溶かし込むものではなく︑化粧

品の大切な原料のひとつとして

考え︑
〝 肌 に つ け る 水 〟を 探 求

してきました︒そして辿りつい

たのが︑アルソア水︵常水︶と

モール水︵植物性温泉水︶です︒

肌の NMF︵天然保湿因子︶

のミネラルバランスを目指して

生まれたアルソア水は︑肌にや

さしくなじみがよいのが 特 長︒

一方︑モ ー ル 水 は 天 然 の 保 湿

成分を含み肌を潤します︒

アルソア水やモール水をベース

にしたローションとエッセンス

3

は︑たっぷりとていねいに肌に

なじませます︒ローションは

回を目安に重ねづけすること

で︑
十分な潤いを感じられます︒

﹁紫外線が気になる季節の肌も︑

9

やさしく包まれてしっとりしま

〈左〉十勝平野を流れる清らかな水。
〈右〉植物由来成分を含み、
か
すかに茶褐色をおびているモール水。

す﹂と︑モール水 をベースとした

セルエッセンスです。

セルローションとセルエッセンス

ル水のチカラを実感できるのがセルローションと

を愛用している佳乃さん︒日々

るよう長年研究を重ね、製品を開発しました。モー

お手入れするたびに︑その実力

やかです。
アルソアはその保湿力を最大限活かせ

を実感しているそうです︒

ラルなどをバランスよく含み、肌あたりがとてもまろ

8

知りたい！キレイの秘密
もっと

こだわりの野菜で体の
内側から美しくなれそうです

﹁ 以 前 ARSOA レ イ ン ボ ー
側からきれいになれそうです﹂

無農薬なのもうれしい︒体の内

八ヶ岳の清らかな環境で育ち︑

の自然の美しさに向き合い︑感

楽しみにしています︒四季折々

香りで春を感じるのを︑今から

の木を植えたばかり︒梅の甘い

も続けます︒
﹁ レモンの次に梅

ファームを訪れたときに︑オク
ARSOA レインボーファー
謝することは︑心が豊かになる

とあらためて気づかされます︒

ラを生でいただいたのが忘れら
ムでの体験をきっかけに︑家庭
ことにもつながると思います﹂

美味しくてヘルシー！
無農薬野菜のパワー

れません︒調味料をつけなくて
菜園にも目覚めたのだそう ︒
﹁ 年前に家の庭にレモンを植

と自分の手で収穫するのでは︑

﹁店頭で並んでいるのを買うの

て話してくれました︒

ていただくことも多いですね﹂

ます︒水に搾ってレモン水とし

が︑頑張って収穫を楽しんでい

ンは枝に鋭いトゲがあります

ジオリナ 酵素

500ml 10,800円（本体価格 10,000円）

作用を持つと期待されています︒

比べ︑非常に高い腸の免疫賦活

乳酸菌を発見︒既知の乳酸菌に

トバチルス コウソイという新種

重ね︑野菜黒糖発酵液からラク

という製法にこだわり︑研究を

酸菌を活かす伝統的な自然発酵

アルソアは︑野菜に付着した乳

る現代人の健康生活をサポート︒

飲料は︑栄養バランスが気にな

無農薬野菜を豊富に使った発酵

に食べることがおすすめです︒

や果物︑発酵食品などを積極的

腸内環境を保つためには︑野菜

は健康の第一歩︒そして︑よい

官です︒腸内環境を整えること

疫の 割をつかさどる大切な器

腸は消化吸収だけでなく︑免

＊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。

んです！﹂と佳乃さん︒

やはり歓びが違いますね︒
また︑
家庭菜園の楽しさは︑収穫に加

えて︑今年は大豊作です︒レモ

ひとつひとつの味が濃くて︑野
えて季節を感じられることだと

ファームや無農薬野菜につい

菜はこんなに美味しかったのだ

体の中からサポートして、免疫活性をアップ

佳乃さんが普段の食事にプラスしてい
るのが
「ジオリナ 酵素」
。
ARSOAレイン
ボーファームの無農薬野菜*などを自然
発酵させてつくる発酵飲
料です。
野菜不足になりが
ちな現代人の栄養を、バ
ランスよくサポートします。

7

私たちが食べ物から受け取る
ものは︑栄養素や水分だけでな
く︑﹁命のチカラ﹂
︒この考えの下︑
アルソアは無 農 薬 野 菜 の 持 つ

全体﹂を大切にしています︒た

とえば︑ニンジンは葉も皮も捨

てられてしまうことが多いです

が︑それらもいただくことで余

すことなく栄養が摂れるという

考え方です︒野菜の皮や根には

ビタミン︑ミネラルが豊富に含

まれています︒そして︑ビタミン

やミネラルを摂ることで体の新

陳代謝を促す体内酵素をサポー

トし︑免疫力の低下を防ぎます︒
体をパワーアップし︑健康を

守るのが﹁一物全体﹂なのです︒

すごい乳酸菌「ラクトバチルス コウソイ」の発見

5

生命力をまるごといただく﹁一物

「一物全体」
で、体の中からパワーアップ

Favorite item

もそのまま美味しく食べられた

多忙な毎日でも明るくすこやかな佳乃さん。
自然と共生した環境で育てた無農薬野菜を
いただくことも、
元気の源だと語ります。

無農薬で育てられた野菜の生命力をいただく

雄大な八ヶ岳で
自然の恵みを活かす

自社農園で
無農薬野菜を栽培
八ヶ岳北麓に位置する長野県
佐久市に自社工場を設け、
自然
豊かな場所で製品づくりを行っ
ています。清らかな水や空気な
ど自然の恩恵を受けながら、化
粧 品や健 康 食 品をつくるのに
最適な環境です。

ARSOAレインボーファームで
は気 候や土 壌のチカラを活か
し、無農薬ですべての野菜を育
てています。安心安全のためだ
けでなく、素材が持つ生命力を
すべてお客さまに届けたいとい
う想いが詰まっています。

10
11

旬の野菜を食べて
もっと、
すこやかに
Message
from

無農薬野菜を使った発酵飲料は、
はつらつとした
いち ぶつ ぜん たい
と
「腸活」の
毎日をサポート。
「一物全体」
ふたつのキーワードからその秘密を探ります。

レインボーファーム
佐久ファクトリィ

Vol. 2

元気な毎日を過ごすために

大自然の中から こだわり の製品が誕生
R&Dセンター
蜂が歓んでやってくる、
無農薬栽培の自社農園。
豊かな土壌がはぐくんだ
乳酸菌が付着した野菜
を、自然発酵させる自社
工場。
そして日々の研究
を続ける小淵沢のR&D
センターという３つのチ
カラの連携が、すごい乳
酸菌の発見につながりま
した。

SkinUpCare

HealthUpCare

@Yatsugatake
「ラクトバチルス コウソイ」をはぐくむアルソアの３つのチカラ

木村佳乃’s

Mao Asada

1

石けんは、たっぷりと
泡立ててから洗うのがコツ

of

「泡立てるとき、ぬるま湯を少しずつ加えながら、力を抜いて泡立

モ

てると、肌にやさしいキメ細かくて弾力のある泡が上手につくれます。
泡を洗い流すときも、ぬるま湯をやさしくかけ、泡が自然に流れる

モコ
コ

ように心がけています。とにかく肌はこすらないことが大事ですね！」

真央からのヒント

ここがポイント！ 上 手な泡 立て方
1

2

3

浅田真央さんのすこやか肌をつくるスキンケア
前編

手をきれいに洗います。
そ
の後、人肌程度のぬるま
湯で顔を洗います。

4

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）

石けんを一度ぬるま湯に ぬるま湯を数滴ずつ加え
つけ、
手のひらで数回ころ ながら、
空気を含ませるよ
がすようにします。
うに大きな泡をつくります。

5

少し力を加えて、
キメ細か 泡を手のひらに集めなが
い泡になるように泡立て ら、
クリーム状になるまで
ていきます。
泡立てます。

大切なのは基本の3ステップ！

13年間、肌のお手入れはアルソアの３ステップ一筋、
いわばアルソアのスキンケア・リーダー的存在の
浅田真央さん。シンプルケアの
魅力やコツを伺います。

6

コシと弾力のある泡がで
きたら完成です。
ツノが立
てばよい泡の目安です。

浅田真央

Asada Mao

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年 〜2014年 世 界 選
手権で３度優勝、
2014年ソチ
五 輪６位 入 賞。
2018年 以 降
は、サンクスツアーとして自身で
アイスショーをプロデュースし、
キャストとともに全国を回ってい
る。
愛知公演の模様を収録した
Blu-rayとDVDが絶賛発売中。

潤いを保つエッセンスをプラス
乾燥が気になるときは、３ステップ
にエッセンスをプラスすると、よりす
こやかな肌に。エッセンスにはロー
ションで与えた水分を保つ役割があ
ります。
「べたつきのないみずみずし
い感触で肌にすっとなじみますよ」

アルソア エッセンスⅡ〈美容液〉
30ml 8,800円（本体価格 8,000円）

多忙でも続けられる︑
真央肌の秘訣です

﹁スキンケアはシンプル イズ ベ

ストです︒オフのときはあまり

メイクアップをしませんが︑ア

イスショーや撮影では必ずメイ

クアップをします︒そんな日はす

ごく疲れていても︑肌に汚れを

蓄積させないよう︑いつもより

ていねいにスキンケアをするよう

にしています︒アルソアさんの

お手入れは３ステップで肌が整

13

います︒とてもシンプルなケア

だからこそ︑ 年間ずっと続け

ることができたのだと思います︒

またシンプルというだけでな

く︑ひとつひとつのステップの

役割が〝洗う︑除く︑潤す〟と

（本体価格 3,500円）

明快なことも好きなポイント

アルソア ローションⅡ

〈化粧水〉
150ml 3,850円

で す︒ そ し て ど の 製 品 も︑ と

（本体価格 3,500円）

てもこだわってつくられてい

13

「ローションは 2 回、3 回と重ねづけします。1 回のときとは肌が全然
違いますよ。最後にやさしく押さえるようになじませることも大切。目
の下や乾燥が気になる部分は、特にていねいになじませています!」

アルソア クレイパック

〈パック〉
100g 3,850円

29

る点もお気に入り︒

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

3

しっかり潤すために、
ローションは3 回重ねづけ

今︑ 歳︒年齢とともに肌も

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、エッセンスを
詳しくはこちら
加えた4アイテムご購入
で 応 募 券2枚 進 呈いた
します。応 募 券1枚 を1
口として専 用 応 募 ハガ
キに貼付の上、郵送にて
ご応募ください。

変化していくので︑今まで以上

〜6/30（火）

に肌に気を配って︑３ステップ

応募期間

「肌がぬれていても使えるパックなので、お風呂に入って汗をかき、毛
穴が開いたかなという頃にくるくるとやさしくぬります。洗い流すと気に
なる小鼻の汚れもスッキリ ! 肌全体が明るく、モチモチになります」

のスキンケアをていねいにして

The FINAL

天然泥のパックで
古い角質や汚れを除くのも大切

いきたいと思います！﹂

アルソア美肌ライン
キャンペーン2020

2

12

は “伝統食”に回帰
代
！
時

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、
簡単で美味しい夏の一皿をつくってみましょう！

たいのが日本の伝統食であり、
中でも「ご飯と味噌汁」の組み

伝統食に学ぶ
先人の知恵

LESSON

03

01

合わせです。主食となるご飯に
はたんぱく質や糖質が含まれる
一方、健康に欠かせない必須
アミノ酸であるリジンが不足して
います。それを補うのが、リジン
を豊富に含む大豆を原料とした

酷暑が当たり前になった日本の夏。汗によるミネラルの

味噌汁。汁物にすることで胃腸

流出や屋内外の温度差による自律神経の乱れなどが、

が温まり、水溶性ビタミンなど

夏バテの原因に。夏バテになると食欲不振になり、さっ

具材の栄養素もまるごと摂取す

ぱりした食べ物や冷たいもの、甘いものの摂取が多くな

ることができます。
「ご飯と味噌

りがちです。その結果、たんぱく質やビタミン、ミネラル

汁」の組み合わせは、まさに先

は不足し、反対に糖質が増えてしまいます。夏こそ、た

人の素晴らしい知恵なのです。

んぱく質やビタミン、ミネラル、そして糖質の代謝に必

材料［ 4人分 ］

枝豆（正味）...................................... 160g
A
オリーブオイル .......................... 大さじ2
白練りゴマ................................... 大さじ1
レモン汁 ..................................... 小さじ2
クミンパウダー ............................ 小さじ
自然海塩 ................................... 小さじ
フランスパン（スライス）......................... 適量
ピンクペッパー .................................... 適宜
ディル ............................................... 適宜

たんぱく質は豆類に豊富に含ま
れているので、豆腐や枝豆がぴっ
たり。また、夏が旬のとうもろこ
しは、疲労を回復させ食欲増進

のは、美味しく食べられる時季と
いうだけでなく、そのとき体が必

ります。1 日で両手 1 杯分のたんぱく質食材と、両手 3

アルブルドソア・
アコ

要とする栄養素の量もぐっと増え

杯分の野菜が目安。たんぱく質は絵のように、両手を上

るのです。体が歓ぶ自然からの恵

下左右に分け、動物性たんぱく質を 2 種類、植物性た

02

べること。これも胃腸の負担を軽減するポイントです。

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。

みで、パワーを補給しましょう。

LESSON

んぱく質を 2 種類摂るとよいでしょう。さらによく噛んで食

季節に応じた食材を摂る

健康食品を利用して夏も元気に！

旬の野菜︑伝統食を摂り入れ︑
体によい栄養バランスを

四季のある日本は美しい自然

や 豊 富 な 食 文 化 が 魅 力 で す が︑

気候に応じて体を整えることが

必要になります︒そこで力を発

揮するのが﹁食﹂
︒旬の食材は︑

そのときの体調を整えてくれる

ので︑ぜひ摂り入れましょう︒ビ

タミンやミネラル︑たんぱく質が

1

不足しないように心がけ︑バラン

スのよい食事を 日３回︑腹八分

目で摂ることが︑元気な胃腸と

元気な体のために大切です︒

そんな食生活の基本になるの

が︑
﹁ご飯と味噌汁﹂
︒味噌汁は

体を温め︑丈夫な胃腸にし︑海

藻やきのこ︑野菜や豆腐などを

入れるだけで栄養豊富に︒また

ご飯には糖質とたんぱく質の摂

取とともに︑消化を促す効果も

も豊富に︒これに

B₁

あります︒玄米にすれば︑さら

にビタミン

加えて焼き魚と野菜のおひたし

＊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。

などを添えれば︑多彩な食材か

500ml 10,800円（本体価格 10,000円）

ジオリナ 酵素

ら様々な栄養素を摂取でき︑一

旬のオーガニック野菜の美味しさとパワーを実感できるの
が、緑豊かな小淵沢のアルソア本社に隣接する「奏樹」。
自然の恵みを生かした一皿が、笑顔と元気を届けます。
http://www.soujyu.megaminomori.com/

の体調をささえてくれる頼も
しい存在です。

層︑栄養価が高まります︒日々

養バランスをしっかり整えま
しょう。忙しい毎日、暑い夏

を忙しく過ごす中︑食事で補え

段の食 事にプラスして、栄

なかったビタミンやミネラルは︑

菜*や果物、海藻を自然発酵

健康食品で補うのもおすすめです︒

旬の多彩な国産無農薬の野

ご飯と味噌汁にプラスアルファ

15

アルブルドソア・
ブル

富なのです。その季節の旬のも

うに」食べるかということ。1 日 3 回、規則正しく食事を

「奏樹」
カフェ＆ダイニングに
ご注目

＊臨時休業や貸切の場合があります。お電話にてお問合せください。
Tel.0551-36-5002

に役立つビタミン B₁ がとても豊

もうひとつ、大切なのは「いつ」「どのくらい」「どんなふ

の日本の食生活︒この力をあらた

そうじゅ

Let’s study!

節の食材です。たとえば良質な

させた「ジオリナ 酵素」。普

｜自然の滋味がたっぷり｜

ウェルネススクール生の
アコ＆ブルと一緒に

いのでしょうか。答えは、その季

めて生活に取り入れてみましょう︒

❶枝豆は塩ゆでし、
さやから豆を取り出す。
❷①をフードプロセッサーにかけ、Aを加えてさら
に混ぜ合わせる。
❸味を見て、塩加減を調整する。
❹フランスパンは薄くスライス（１cmくらい）
し、③
をぬる。
❺ピンクペッパー、
ディルを飾る。

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２回は、いつでも
元気に過ごすための、酷暑に負けない体
づくりについて学びます。

を摂るためには何を意識したらよ

することで、自律神経も整い、また胃腸への負担も軽くな

つくり方

食のチカラで整えよう！
いつでも元気な体づくり

では、夏に不足しがちな栄養素

04

食のチカラを
高める食べ方

枝豆のブルスケッタ

Vol. 2

Wellness
School

要なビタミン B₁ は積極的に摂り入れたい栄養素です。

LESSON

手軽で美味しく、ビタミンB₁ が豊富！

不足しがちな
栄養素を知ろう

選食レシピ

元気な体づくりのために注目し

LESSON
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All Products

All Products

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
シルキーパウダーファンデーション

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）

リベスト
メイクオフ

N312
N322
N305
N315
N325
N303
NW313

ARSOA
LOTION

リフィル 各1,650円（本体価格 1,500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

〈化粧水〉

120g 3,300円（本体価格 3,000円）

ARSOA
ESSENCE

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

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）

リベスト アイブロウA

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

アルソア エッセンスⅠ

アルソア エッセンスⅡ

822 シャンパーニュ
83 ツートン

リベスト リップグロス

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）

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

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）

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）

150ml 5,280円（本体価格 4,800円）

〈美容液〉

〈美容ジェルオイル〉

リベスト アイライナーA

〈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）

（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）

500 ダークブラウン
510 ダークグレー

AP
Sensitive
Skin Care

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

NW323
N306
NW316
NW326
NW317

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

ノミネート

30ml 5,500円（本体価格 5,000円）
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
CN611
CN612
N613
N614
NW615
NW616

2019年

ビューティ・メダリスト大賞

アムニー AP
スキンソープ

〈洗顔料〉

リベスト リキッドアイライナー

60ml 2,200円

2,200円（本体価格 2,000円）

（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）

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

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

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

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 Products

All Products

H E A LT H C A R E

HAIR CARE & BODY CARE
HAIR CARE
HAIR
CARE

健

New!

New!

アルソア シャンプー

アルソア コンディショナー

500ml
2,750円（本体価格 2,500円）
リフィル 450ml
2,200円（本体価格 2,000円）

健 康を
はぐくむ

ジオリナ 白鶴霊芝EX

ジオリナ 酵素

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）

500ml 10,800円（本体価格 10,000円）

ジオリナ 酵素プラス

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）

医薬部外品

145ml
2,750円（本体価格 2,500円）

ジオリナ リナカン茶D

48g
（1.6g×30袋）4,104円（本体価格 3,800円）

New!

■有効成分：
dℓ-カンフル、
β-グリチルレチン酸

New!

アルソア EXシャンプー

アルソア EXトリートメント

380ml
2,860円（本体価格 2,600円）
リフィル 350ml
2,420円（本体価格 2,200円）

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）

イロンネ
育毛ローション

500ml
2,750円（本体価格 2,500円）
リフィル 450ml
2,200円（本体価格 2,000円）

220g
3,080円（本体価格 2,800円）

イロンネ
育毛エッセンス
医薬部外品

75ml
4,620円（本体価格 4,200円）

ジオリナ リナカン茶W

New!

48g
（1.6g×30袋）4,104円（本体価格 3,800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

New!

アルソア ヘアミスト

アルソア トリートメントオイル

200ml 1,980円（本体価格 1,800円）

30ml 3,080円（本体価格 2,800円）

ジオリナ 霊芝

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）

ジオリナ 酵素Ｇ

180ｇ 21,600円（本体価格 20,000円）

OTHERS
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）

BODY
CARE

450g
3,080円（本体価格 2,800円）

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

■有効成分：
炭酸水素ナトリウム、
硫酸ナトリウム
（無水）

プリシーノ ボディソープ

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）

〈全身洗浄料〉

ジオリナ リナカンC

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）

115.2g
（320mg×6粒×60袋）
5,400円（本体価格 5,000円）
■栄養機能食品：ビタミンC

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）

WAT E R

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〉

コチャママ スパピリカ

〈バスルーム用浄水器〉

39,600円（本体価格 36,000円）
交換カートリッジ 16,500円
（本体価格 15,000円）
送料別
（φ117mm×H264mm／0.9kg）

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）

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）

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、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。

「4種の木の実のアーモンドクリームタルト ①お名前（ふりがな） ②性別 ③年齢 ④住所、郵便番号
⑥一番おもしろかった記事
（カット済）
」
を抽選で5名さまにプレゼント！ ⑤電話番号
⑦興味がなかった記事 ⑧今号の感想
卵や牛乳、
バターなど動物性のものは一切使用せず、植物性材料
だけでつくられたヴィーガンケーキ。木の実がぎっしりで、一切れ
でも満足の食べ応えです。
締切
宛先

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8月31日（月）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.123」編集室

※冷凍商品のため、
クール便でお届けします。 ※解凍したい分だけお皿に移してラップなどをかけ、
冷蔵庫で半日ほど
（4〜5時間）
おいてから
お召し上がりください。 ※常温解凍はお避けください。 ※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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陽 射しの下で輝 く︑透 明 感 ︒

123

Vo l .

2020 SUMMER
2020年6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。

数量限定
発売

SP PREPARE LOTION
紫外線から、
やさしく肌を守り抜く。
肌にさらりとなじんで、気になる紫外線をカット。

ピンクベージュの色みでくすみを補正し、自然で透明感のある美しさへ導く
人気のメイクアップベース「リベスト SP プレペアローション」に、
数量限定のラージサイズが登場。
輝く笑顔を守ってくれる、頼もしいパートナーです。
リベスト SP プレペアローション ラージ

SPF22 PA＋＋ 40ml 4,400円（本体価格 4,000円）

