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美しさをつくる
アルソアの魔法

ミューズに学ぶ Beautyレッスン
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幸福の循環

Power of Beauty

肌も心も満たす
美のパワー
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“幸福の循環”
わ
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ゆるぎないすこやかさへ
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。

代表取締役社長

滝口玲 子

私たちも確かな歩みを進めてまいります︒

お一人おひとりの日々に寄り添いながら︑

人生100 年を歩んでいく︑

すこやかな生き方を︑より一層究めていきたい︒

どんな時代にもゆるがない

人の中に息づく生命のチカラを信じ︑

自然からいただく尊いチカラに学び︑

大きな実を結ぶこととなりました︒

世界的にも貴重な 新 種乳酸菌の発見という

健康食品への取り組みは︑

アルソアならではの理念とこだわりを注いだ

そして高度な研究や先進の技術︑

日本人が代々継承してきた伝統食や発酵の知恵︑

生命をまるごといただく ﹁一物全体﹂の考え方︑

いちぶつぜんたい

豊かな土壌がはぐくむ活力のある野菜︑

真摯に取り組んできました︒

健康食品の開発にも

アルソアはトータルな健康づくりを目指し︑

﹁心・体・肌﹂のすこやかさを願う﹁三健の精神﹂のもと︑

実感されていることでしょう︒

これまで以上に多くの方が

食やライフスタイルの大切さを︑

体本来のすこやかなチカラを引き出す

ここ数ヶ月の間に一変しました︒

一方︑人々の生活や価値観は︑

変わることなく巡り来る季節︒

大自然が描き出す壮大な芸術に心奪われます︒

なんという美しさ︒

紅葉と黄葉が織りなす点描画の︑

カラマツの﹁八ヶ岳イエロー﹂︒

そしてフィナーレは︑高原を輝かせる

モミジは日々︑紅に染まっていきます︒

赤い実をたわわにつけ︑

本社の庭のヤマボウシやコブシは

麓では黄金色の稲穂が風になびき︑

八ヶ岳の山々は頂からゆっくりと色づき始めます︒

澄み渡る青空が︑秋の訪れを告げると︑

し
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小淵沢

山梨県
2018年、
代表的な健康食品「ジオリナ 酵素」
に使われる 野
菜黒糖発酵液 に新種の乳酸菌 ラクトバチルス コウソイ
を発見。国際機関にも認定登録されました。これには、
土壌や
虫などの有機的なつながりを活用した、
自然調和型農法で育
てた無農薬の野菜が関係していると考えられています。
また
免疫力アップをサポートする和漢の伝統的植物にも注目。
貴
重な特長成分を含む「白鶴霊芝（はっかくれいし）
」も独自原
料として製品に活用、
さらなる研究も進められています。

Beauty magic
of ARSOA

肌の未来は
泡のチカラ で変わる！

天然ミネラルが鍵
キメ細かく弾力のある泡
肌の汚れを包み込む「キメ」の細かさと、肌への負担を少

なくする適度な「濃度」
。
そして、手と肌の摩擦を軽減する

ことができる「弾力」
。質のよい洗顔には、
３つの条件を満

ひとつずつ大切に、ていねいに
手で磨かれ、その名の通り宝石
のような銀色の輝きを放ちます。

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）

汚れをスッキリ落として必要な潤いはキープする
泡の洗顔で、“肌の未来は変化する”!
あらためて注目を集める
“黒い石けん” の秘密を探ります。

たす泡が重要です。天然由来のミネラル成分*と炭を配合

した「アルソア クイーンシルバー」は、この理想的な、ツノ
が立つ泡をつくることが可能。

| 固形いざ石、

手のひらいっぱいのキメ細か

きの
驚 ん！
け

く弾力のあるまっ白な泡で、気
持ちよく肌を包み込みます。
＊堆積岩・火成岩

|

理想バランス キメ
の泡
弾力

濃度

洗いすぎず、しっとり
肌本来のチカラを活かす
肌の汚れはスッキリ落とすのに、洗い上がりは
しっとり。その理由は、肌に必要な潤いは適度
に残しながら、不要な汚れはきちんと落として
いるから――。心地よい「泡立ち」
と
「洗い上が

り」を叶えるため、石けん素地からこだわって

熟練した職人がつくる
枠練り製法は美容成分たっぷり

いることが特長です。使ったときだけの一時的

な美しさではなく、肌が持つ本来の美しさをは

ぐくみたいという、
アルソアの想いが「アルソア
クイーンシルバー」には込められています。

ミネラル成分や炭、
ハチミツなど、天然由来成分を惜しみな
れること。
人の手で石けんの素地と美容成分、天然由来成
分をていねいに混ぜ、一定のリズムで練

り込むと、機械練り製法に比べて、天然
由来成分をより均一に多くいれることが

To Relax

んだ職人にしかできない製法。
ひとつひ

フローラルの香りで
癒しの洗顔タイムに

できるのです。
「枠練り製法」は経験を積
とつ、
時間をかけて仕上げられます。
配合成分
の違い

機械練り

石けん
素地
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枠練り
ミネラルや
保湿成分など
石けん
石けん素地 素地
以外の成分

eauty
Special Feature

く配合。
それは、伝統的な
「枠練り製法」だからこそ、叶えら

「アルソア クイーンシルバー」
は、
ローズを含むフローラル系
のやさしい香り。
豊かな泡立ち
と相まって、
毎日の洗顔を心安
らぐ時間にしてくれます。一日
の疲 れを癒すバスタイムで
のボディケアや手洗いにもお
すすめ。
（無香料の
「アルソア
クイーンシルバーPF」
もあります）

agic

美しさをつくる

of ARSOA

アルソアの魔法
肌が安定する秋は、お手入れの効果が目に見えて表れる時季。製品ひとつひとつに
想いを込めた アルソアの魔法 で、
自分史上最高の美肌を手にいれましょう！
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Beauty magic
of ARSOA

素材のチカラを活かして、肌本来の美しさを
引き出す製品づくりを続けるアルソア。
それをささえるのは、技術と経験、
情熱を持った、水の「つくりびと」たちです。

美しく持続可能な
地球環境を目指して
肌へのやさしさと安心を考えて︑
乳化剤や防腐剤など肌への負担とな
る物質を極力減らした製品開発を
行っています︒たとえば︑エッセンス

タ ー と︑ 長 野 県 佐 久 市 の 自 社 工 場

の自社研究所 アルソア R&D セン

豊かな自然溢れる山梨県・小淵沢

ト がかかりますが︑肌への 負 担 を考

す︒一般的な製法よりも手間やコス

抑えるための様々な工夫をしていま

を混ぜる際に︑乳化剤 の使用を極力

の製 造 過 程 においては︑水分と油分

ア ル ソ ア 佐 久 フ ァ ク ト リ ィ︒こ れ

さらに︑環境に配慮した管理も実

慮し︑安心 して 使えるモノづくりを

アルソアのモノづくりで欠かせない

施︒今まで廃棄してきたものに新し

らの場所で︑アルソアの製品は開発

のは︑水へのこだわり︒肌の NMF︵天

い利用価値を見つけ︑次の製品開発

したいと願った結果なのです︒

然保湿因子︶のミネラルバランスを

に活かすなど︑ ＆ センターと佐

ばれるモール水︵植物性温泉水︶も︑

います︒また︑北海道の十勝から運

循環し︑毎日︑品質検査が行われて

もやさしいモノづくりを︑
﹁ つくり

現を目指しています︒人にも環境に

ステナブル︵持続可能な︶製造の実

久ファクトリィが一丸となって︑サ

D

びと﹂たちがささえているのです︒

水︶は︑佐久ファクトリィ内で 時間

R

〈上・下の写真〉工場も研究所
も常にクリーンな環境が保たれ
ています。
佐久ファクトリィでは、
24時間365日モーツァルトの
名曲を流し、音楽の癒しのチカ
ラを使う工夫もされています。

うちに製品づくりに使われます︒肉
眼では見えないほどの微粒子を一定
基準に制御したクリーンルームで作
業するなど︑安全性が高く高品質な
製品づくりを実現するためにも徹底
した品質管理を心がけています︒

Factory/R&D

徹底した管理のもと運ばれ︑新鮮な

24

お手本につくり出したアルソア水︵常

され︑つくられます︒

水の品質も徹底管理
安心安全なモノづくり

美の水の「つくりびと」

水の品質チェックや器具の洗
浄、原料の評価など、安全性が
高く高品質な製品づくりを実現
するために、手作業も少なくあり
ません。
チーム一丸となり、
ひと
つひとつの作業を、
心を込めて、
ていねいに行っています。
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CLAY PACK

ボディケアするときのポイント
Decollete
デコルテ

Beauty magic
of ARSOA

ミューズに学ぶ

潤いに満ちたデコルテに

Beauty
レッスン

肌の水 分 保 持力に優れたマグネシ
ウムを含む天然泥を使った
「アルソア
クレイパック」
。
デコルテなどボディに
使用するのもおすすめです。

Elbow
ひじ

すこやかな肌で、多くの人を
魅了するアルソアのミューズ。
日々、どんなケアをして、美しく
過ごしているのでしょうか。

ひじの黒ずみや角質をケア

太古の自然力が活きる天然泥は、粒子
がとても細かく、古い角質や毛穴に入り
込んだ汚れを吸着。
ひじの黒ずみ対策
としても優秀です。

ィもしっとり
｜
ボデ
も

｜

ツ｜
ヒミ
の

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Bluray・DVDが絶賛発売中。

アルソア クレイパック

〈パック〉
100g 3,850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）

（本体価格 3,500円）

ていねいなお手入れで
心もやさしくケア

﹁顔もボディもクイーンシルバーで

洗っています︒少し贅沢かもしれま

せんが︑
洗い上がりがしっとりして︑
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肌がカピカピと乾燥しないところが

好きです︒ 代前半と比べると︑肌

の乾燥が気になるようになったの

で︑私の心強い味方です︒ほのかに

漂うフローラル系の香りも︑リラッ

クスできてうれしいですね︒自宅で

過ごすときは︑
２︑
３時間夢中になっ

て絵を描くこともあるくらい︑バラ

などのお花が大好きなんです！

黒ずみや角質の汚れが気になると

きは︑クレイパックでケア︒こちら

秋は、
肌の一年がスタートする大切な時季
よく泡立てた石けんで洗い、
パックで汚れを除き、
ロー
ションで潤す。
そして、その潤いをエッセンスで保つ。
アルソアのケアはシンプルな3ステップ＋エッセンス。
夏の疲れがでやすい秋は乾燥しやすくなるため、
ロー
ションやエッセンスで、
ていねいな保湿を。

も︑ひじなどボディにも使っていま

保つ

す︒汚れをきれいに落とすと心もリ

潤す

フレッシュされるようで︑気持ちの

除く

よい切り替えにもなります︒

洗う

私はシンプルなケアが好きです︒

PLUS

だからこそ︑お気に入りの香りや好

STEP 3

きなテクスチャーの化粧品を厳選し

STEP 2

て︑今年の秋もきちんとケアを続け

STEP 1

ていきたいですね﹂

ARSOA SKIN CARE STEPS
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顔

｜ 美しい背
中

AsadaMao

Message
from

「スペシャルな
お手入れで全身キレイに！」
_____ 浅田真央さん

16歳からアルソア一筋の浅田真央さん。石けんやパックを
ボディのお手入れにも使用し、心も体もリフレッシュしているそうです。
8

すこやかな肌にさらりとまとう
ツヤのべール
「美しいメイクアップのために大事なのは
ベースとなる素肌。洗顔と保湿がすごく大

として出演。

やエッセンスはいつもより多めに使用してい

るそう。
「大好きなエッセンス マスクも大活

躍。
お風呂上がりに使うと、すっごく気持ち
よいですよ」

内側からのケアも大切︒新鮮な野菜

版社の看板文芸雑誌編集長役

を頑張っています」
と佳乃さん。
ローション

や魚を買って︑新しいレシピに挑戦

映画『騙し絵の牙』では、大手出

スがくずれがち。
だからいつも以上に保湿

したり︒もちろん﹃ジオリナ 酵素﹄

にMC出演中。近日公開予定の

潤っているようで肌の水分や脂分のバラン

肌も体も心も︑自分らしく
ゆったりと向き合っています

躍。NHK『所さん！大変ですよ』

も頼も し い 存 在で す ﹂
︒内からと外

映 画をはじめTVドラマでも活

「最近マスクをすることが多いですが、一見

最近︑佳乃さんが熱中しているの

『告白』でブルーリボン賞受賞。

からのお手入れと︑心を豊かにする

Kimura Yoshino

女優、東京都出身。2010年映画

はガーデニング︒
﹁ 一番の自慢はレ

木村佳乃

暮 ら し 方 が︑ 佳 乃 さ ん の 変 わ ら ぬ

「隠れ乾燥」しがちな今、
保湿はいつも以上に

モンの木︒
ブーゲンビリアや梅︑
ジャ

SPF15 PA+ 20ml 全3色
各5,500円（本体価格 5,000円）

ハッピーオーラの秘訣です︒

リベスト モイストリキッドファンデーション

スミンの木︑カラフルなお花もたく

な輝きが生まれるのがうれしいですね」

さん植えました﹂と佳乃さん︒
﹁ガー

ようなリラックス感があり、
それでいて華やか

スキンケア発想にこだわった
ベースメイクアップシリーズは、
全製品アルソア水（常水）を使
用。
メイクアップベースは目的別に
3種、
ファンデーションはリキッド、
パウダー、モイストリキッドと仕上
がりの異なる3種から選べます。

もうひとつ大切にしているのは毎

やかで透明感のある仕上がりの「リベスト

モイストリキッドファンデーション」
「
。素肌の

自宅で過ごす時間が増えたこの頃、木村佳乃さんが
どんな日々を過ごしているのかを伺いました。

デニングやストレッチをまめにして

アルソアの
ベースメイクアップ

いるので︑動きやすい服装が基本﹂

に育てた、すこやかな肌を生かすのは、ツヤ

も重要ですね」
。食事とスキンケアで大切

「基本のケアと酵素で、
すこやかな毎日です」_____ 木村佳乃さん
と日々の暮らしを楽しんでいる様子︒

Make-up Base &
Foundation

from

日のケア︒
﹁スキンケアはもちろん︑

事だし、さらに美しい肌のもととなる食べ物

KimuraYoshino

Message

〈左から〉

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）

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）

ベースメイクアップキャンペーン
メイクアップベース、ファンデーション、パウダーの中か
らお好きなアイテムを1点ずつご購入いただくと、オリジ
ナルポーチがもらえ
るキャンペーンを実
施中。ベースメイク
アップで素肌をより
美しく!

ベスト4スキンケアキャンペーン
美肌を育てるためのスキンケアセットが数量限定で登場! 「アルソア クイーンシルバー」
と、
「アルソア クレイパック」、そしてローションとエッセンスのセットに、プレミアムとして保湿ア
イテムがつきます。
ローションはたっぷり使えるビッグサイズ。
この機会をお見逃しなく!
BIG SIZE!

〈枠練石けん〉標準重量135g
アルソア クレイパック〈パック〉100g
★アルソア セルローション〈化粧水〉230ml
アルソア セルエッセンス〈美容液〉25ml

リベスト モイストメイクアップベース 25g
リベスト モイストリキッドファンデーション

SPF15 PA＋ 20ml（全3色の中から1色選択）
リベスト フェイスパウダー# 20g〈パフ入り〉

合計 13,750円（本体価格 12,500円） ※上記は一例です。
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※詳しくはねむの樹ビューティーカウンセラーにお問合せください。

アルソア セット（CELL）
アルソア クイーンシルバー

プレミアム

29,920円（本体価格 27,200円）

※★のついた製品はセット限定のビッグサイズです。 ※他のスキンケアシリーズもございます。

〈左から〉

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）

ジオリナ 酵素

500ml 10,800円（本体価格 10,000円）

ジオリナ 酵素Ｇ

180ｇ 21,600円（本体価格 20,000円）
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パープルピンク系の色みで、フェミニ
ンさを表現。目もとを主役に、チーク
とリップは控えめにします。アイメイク
アップは淡い色から順番に重ねて最
後にアイライナーを引き、自然なグラ
デーションを心がけましょう。
アイブロ
ウは自然な色でストレート眉に。

EYE

A

アイ

B

N301

C

N315

CHEEK D

ときめきの秋メイクアップ

深みのある色合いや温かみのあるテクスチャーなどを楽しみたくなる季節がやってきました。
この秋は、クラシックな美しさに心地よさが加わったスタイルに注目です。

N325

CN612

F

リップ

of ARSOA

E

チーク

LIP

Beauty magic

大人の愛らしさを感じさせる
フェミニンメイクアップ

心地よい温もり感が漂う
ウォームメイクアップ

CN Palette

621

G

CN802

H

N807

901

NW Palette
ホワイトとライトブラウンの組み合わ
せで、温かみのあるやさしい目もとに
仕上げます。
チークもリップも肌になじ

原点回帰が求められ、
本質的な美しさを
表現する時代に
______

メイクアップアーティスト 石原敏行

近年は「サステナブル（持続可能

な）
」にフォーカスしているファッション
界ですが、今シーズンも引き続き、クラ
シックなもの、
トラディショナルなものな

ど
「原点回帰」がトレンドの柱。
そしても
うひとつ注目されているのが、ナチュラ
ルなスタイルや心地よさを追求したス

みのよいやわらかい色を選び、誰もが

タイル。
奇抜さよりも本質的な美しさが

心地よくなるようなウォームメイクアッ

求められています。

プに。素肌に清潔感ときちんと感をプラ

そんなファッションを引き立てるメイ

スするようなバランスを意識しましょう。

EYE

A

アイ

B

N302

り込みすぎず、素肌感を生かしたみず

Keyword

H

N806 NW808

ら溢れるようなツヤを演出します。
つく

Trend

623

G

肌の輝きを引き立てるように、内側か

_____ by NW Palette

E
NW616

F

「ソフト」
。
ベースメイクアップでは、素

N303 NW323

チーク

リップ

キーワードは、
「ツヤ」
「グラデーション」

C

CHEEK D

LIP

クアップも、ベーシックな美しさが鍵。

みずしい肌づくりを心がけましょう。
目

心地よさや温もりを成熟した表現で

もとは光が生み出す自然な陰影をグラ

北欧のヒュッゲにも通じる、満たされた日常のくつろぎや、フォー
クロアを女性らしく変換した装いもトレンドに。「リラックスしてい
ながら元気になれそうな、五感が歓ぶ心地よさです」（佳乃さん）

903

デーションで表現します。
眉は骨格に
あわせ、少し長めのナチュラルな仕上
げに。
チークは主張しすぎず、肌に近い
色で、
ほんのり血色をプラスしましょう。

HOW TO MAKE-UP
NW Palette

眉は髪の色にあわせたアイブロウで、CN パレットはストレートに、NW
パレットはアーチに描く。 2 まぶた全体に A をいれる。 3 B を目の際か
1

らアイホールに向かっていれる。 4 目の際からグラデーションを意識して
C をいれる。 5 アイライナーを目尻から目頭へいれる。 6 下まぶた 1/4
にアイライナーをいれる。

アイラッシュカーラーでまつ毛全体を自然に
カールさせ、マスカラを均一にたっぷりとつける。 8 D を口角に向かい自
然にいれる。

7

D に重なるように E を広い範囲にいれる。 10 F または G
を唇のかたちにあわせてぬる。 11 H を唇中央に重ねる。
リベスト
リベスト
リベスト
リベスト
リベスト

13

A

B
C

ロスタイプに注目です。

A

B
C

本 質 的な美しさが求められる今
シーズンは、いつも以上に土台となる

_____ by CN Palette
Trend

Keyword

9

シェードオン〈A, B, C〉リフィル 各1,320円（本体価格 1,200円）
ブラッシュオン〈D〉リフィル 各1,650円（本体価格 1,500円）
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）
リップカラー〈F, G〉リフィル 各880円（本体価格 800円）
リップグロス〈H〉各2,310円（本体価格 2,100円）

リップはソフトなツヤ感を表現するグ

CN Palette

D E

D E

&

ForG

&

ForG
H

H

気分も華やぐレディライクな美しさ
深みのある華やかな色の力を借りて洗練された大人の女性の美しさ
や、英国トラッドに少し新鮮さをプラスしたスタイルに仕上げて。「お
しゃれしてでかける高揚感を思い出させてくれますね」（佳乃さん）

スキンケアも重要です。
石原敏行

Ishihara Toshiyuki
アルソア本社 メイクアップアー

ティスト。AOBビューティクリエイ

ト専門学校でメイクを専攻。同校
講師およびメイクアップアーティス
トとして全国で活躍中。

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、
簡単で美味しい秋の一皿をつくってみましょう！

LESSON

03

01

玄米で、お米の生命力をまるごといただこう
いちぶつぜんたい

お米の中でも特に注目したいのは玄米。というのも玄米は「一物全体」といって
それだけで優れた栄養バランスを持つ食材なのです。現代の日本人の食生活で

不足しがちなビタミン B 群、マグネシウムや亜鉛などのミネラル、食物繊維などが

白米よりも多く含まれており、消化のためによく噛んで食べることがポイントです。
結果的に満腹感が得られ、食べすぎを抑制してくれる効果も!

白米 ︑
玄米︑
雑穀米⁝
自分にあったお米はどれ？

選食レシピ

LESSON

04

材料［ 2人分 ］

...60ｇ レンコン
... 30ｇ
カボチャ
（一口大）
（一口大）
...................
ブロッコリー（小房に分ける）
30ｇ
.. 40g オリーブオイル .... 適量
パプリカ
（一口大）
シメジ
（粗みじん切り）............................ 50g
玄米（炊いたもの）.............................. 200g
トマトジュース .. 400cc 顆粒だし........ 小さじ1
自然海塩........... 適量 黒こしょう........... 少々
ホワイトソース .... 適量

つくり方

になり、
消化しやすく、胚芽のギャバ（GABA）が増えて、
ストレスや不眠の改善に。血糖値の上昇が気になる人
は、まず野菜から食べ、よく噛んでゆっくり食べましょう。

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３回は、日本の
食文化と日本人の健康をささえてきた
「お米」にフォーカスします。

のみを除いたものが「玄米」、表面の糠層と胚芽を除い

たものが「白米」です。その間に「分づき米」といって、
三分・五分・七分と精米度を調整したもの、胚芽を残し

た「胚芽米」、玄米やアワ、キビ、もち麦などを交ぜた「雑
穀米」があります。栄養価が高いのは玄米ですが、上手
に炊けない方や消化機能の弱い方もいるでしょう。長所

LESSON

お米とおかずの相乗効果で
美味しく栄養価アップ

ウェルネススクール生の
アコ＆ブルと一緒に

02

Let’s study!

食事のことを「ご飯」と呼ぶほど、日

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。

本人にとってお米の存在は大きいも
の。おかずはお米の味を引き立て、栄
養バランスを整えるための存在といえ
ます。野菜や海藻、キノコ入りのお味
噌汁なら、たんぱく質、ビタミン、ミ
ネラル分を補えますし、焼き魚や青
菜のお浸しを添えるのもよいでしょう。
醤油や酢、みりんなど、日本の調味料
の多くは発酵食品であり、シンプルな

アルブルドソア・
ブル

食材に調味料を絡めるだけでご飯にあ

アルブルドソア・
アコ

う味わいに。栄養バランスも整います。

偏りがちな食生活にプラス！

一汁三菜の食文化をささえる
お米のチカラを見直そう

春に田植えをし︑梅雨の雨と

夏の陽射しを糧に成長し︑秋に

豊かに実るお米︒日本の気候風

土にあい︑全国どこでも育つた

め︑お米は地産地消に基づく食

文化の基本です︒日本人は古来︑

お米を軸に︑味噌汁と副菜の一

汁三菜のスタイルで︑季節に応

じて様々な食感や味わいを楽し

ん で き ま し た︒ こ の 食 生 活 が︑

日本人の腸内環境を整え︑免疫

を整えて︑健康長寿をささえて

きたのです︒近年は欧米の食文

化が浸透し︑お米に代わってパ

ンやパスタなどを主食にする傾

向がありますが︑お米特有の魅

力をあらためて知ってほしいと

思います︒

お米の味わいや食事の栄養価

＊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。

を上げるのは︑何といっても旬

500ml 10,800円（本体価格 10,000円）

の食材です︒これからの季節は

ジオリナ 酵素

サツマイモなどの根菜類︑キノ

で、
すこやかな食生活をサポー
トしましょう。

コ類やカボチャなどが味わいも

無農薬の野菜*や果物、海藻

を発酵させた「ジオリナ 酵素」

豊かで栄養価も高く︑食卓をさ

バランスの食事を摂るのはな
かなか大変なもの。旬の国産

さえてくれます︒冬にそなえて

栄養価が高い玄米を欠かさ
ないなど、毎日、完璧な栄養

体を温め︑エネルギーを蓄えるの

15

味しくなります。また玄米は一晩水につけると発芽玄米

にぴったりです︒夏の疲れから回

＊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

まみの塩を一緒にいれて炊くと甘味が引き立ち、より美

復するためにも︑旬の食材を︑味

旬のオーガニック野菜のパワーを実感できるのが、自然豊
かな小淵沢のアルソア本社に隣接する「奏樹」です。
より美
味しく、栄養バランスの整った一皿で、幸福なひとときを！
http://www.soujyu.megaminomori.com/

水はよい水を使うことが大事。玄米や雑穀米は、ひとつ

噌や醤油︑酢などの和の調味料

そうじゅ

「奏樹」
カフェ＆ダイニング
で元気に！

白米はできるだけ手早く研ぐこと、そして特に最初の研ぎ

でやさしく味付けしてお米と一

｜秋の美味を召し上がれ｜

お米をもっと美味しく、効果的に食べる方法をご紹介。

緒に楽しんでください︒

❶カボチャとレンコンは塩（分量外）
を少々まぶし、
蒸す。
ブロッコリーは硬めに茹でておく。パプリカ
はオリーブオイル少々を絡めておく。
❷フライパンにオリーブオイルを温め、シメジを
炒める。玄米を加えて軽く混ぜ合わせたら、トマト
ジュース、顆粒だしをいれて、玄米がやわらかくな
るまで煮る。塩、黒こしょうで味を調える。
❸グラタン皿に②をいれ、ホワイトソースをかける。
その上に①の野菜をのせ、
200℃のオーブンで約
5分焼く
（オーブントースターなら約10分）
。

もみがら

「お米」には様々な種類があります。収穫した米から籾殻

お米が美味しくなる
炊き方や上手な食べ方は？

秋野菜の玄米ドリア

元気な体の強い味方！
「お米」
と上手に付き合おう

短所を知ってうまく使い分けるとよいですね。

LESSON

玄米と旬の野菜で栄養満点！

Vol. 3

Wellness
School
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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）

16

All Products

All Products

H E A LT H C A R E

HAIR CARE & BODY CARE
HAIR CARE
HAIR
CARE

健

アルソア シャンプー

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）

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）

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）
■有効成分：
dℓ-カンフル、
β-グリチルレチン酸

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）

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

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）

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

アルソア ヘアミスト

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

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）

OTHERS
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）

BODY
CARE
ジオリナ ピュアカル〈食品添加物〉

450g
3,080円（本体価格 2,800円）

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

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

〈全身洗浄料〉

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）

ジオリナ リナカン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）

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

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

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）

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）

New!

New!

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〉

83,600円（本体価格 76,000円）
57,200円（本体価格 52,000円）
39,600円（本体価格 36,000円）
交換カートリッジ 39,600円
（本体価格 36,000円）
送料別 交換カートリッジ 29,700円
（本体価格 27,000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、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。

①お名前（ふりがな） ②性別 ③年齢 ④住所、郵便番号
「ヴィーガン 米粉のガトーショコラ
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。カカオマスからていねいに手づくりさ
れたチョコレートの豊かな香りとしっとりとした口溶けにうっとり。
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11月30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.124」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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2020 AUTUMN
2020年9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。

Best 4 Skin Care

Base Make-up

2つの
キャンペーン
実施中

秋のキレイ、
のびやかに心地よく。
使うほどに肌が歓び、みずみずしい透明感を引き出す
基本の３ステップ＋エッセンスのスキンケアと、
美しいツヤ肌を演出するベースメイクアップの３ステップ。
次のステップへと進むたびに、鏡の中の「私」が
どんどんキレイに、笑顔になっていく。
さぁ、
この秋も、
アルソアで元気よくハッピーに！

