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Skin Up Care

Winter Beauty

キレイ、弾む！
冬のビューティレッスン

Brand Story

抜けるような紺碧の空に︑
白く輝く荘厳な山並み︒
冬の小淵沢は晴天率が高く︑
澄み切った空気の中で
その景色が一段と美しく輝きます︒
窓を開け︑大きくひとつ深呼吸︒
キリリと冷えた清冽な気を巡らせると︑
体と心がスッキリと目覚めていきます︒
さあ︑新しい一日の始まり︒
今日はどんな出会いがあるだろう︒
アルソアは創立以来︑
人との出会いとつながりを
何よりも大切にしてきました︒
﹁人から人へ︑心から心へ﹂
︒
単に製品を販売するだけではなく︑
お一人おひとりの﹁心・体・肌﹂と向き合い︑
真の美しさをともに叶えるために︒
そして︑そこに関わる人たちもまた︑
幸福な人生をともに歩んでいこうという
想いのもとに出会い︑
家族のような関係をはぐくんできました︒
アルソアの財産ともいえる︑人と人との絆︒
今年は︑それをより強く感じる
年となりました︒
会えない︑ふれ合えない︑そんな状況でも
﹁心はひとつ﹂を合言葉に︑

新しい日常を前向きにとらえ︑
お客さまのために﹁今だからできること﹂に︑
手を携えて取り組んできました︒
先の見えない不安なときこそ︑
人と人とのつながりがチカラになります︒
励まし合い︑ささえ合うことが︑
心の健康や幸福感をもたらし︑
明日へ進む勇気や希望を与えてくれます︒
歓びや幸福が巡る︑
豊かなつながりを持てる社会を目指して︒
アルソアは︑これからも様々な方面で︑

代表取締役社長

滝口玲 子

アルソアでは、東日本大震災の復興支援活動「やすらぎ巡回サポート」
や東北の高校生との富士登山プロジェクトをはじめ、芸術家やストリー
トチルドレンへの支援、文化活動イベントの開催、地域に根差した貢献
活動など、多岐にわたる文化・社会活動を展開。人と人が豊かにつな
がる、心身ともにすこやかで幸福な社会づくりに取り組んでいます。
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人と人との絆づくりを続けていきます︒

山梨県

ひとつひとつの出会いに︑心から感謝して︒

小淵沢

せ

“幸福の循環”
わ

あ

し

from Kobuchisawa

vol.4

人と人との絆をチカラに

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。

一人ひとりの 工 夫 が
大切な水を守 る

﹁人と自然との調和の中に︑真の

しあわせ

健康と幸福を創る ﹂
︒この理念を

実 現 す る た め に︑ 自 然 と 調 和 し

な が ら﹁ 心・ 体・ 肌 ﹂ の 健 康 を

目指した製品づくりを行ってき

た ア ル ソ ア︒ そ の 原 点 と い え る

% を 占 め る 水 は︑ 体 の 持

ものに水があります︒私たちの体

の約
さん︒自然とともに歩み︑水のチ

えると実感しました﹂と浅田真央

感じました！ 安心して製品が使

だわりが非常に強く︑熱い想いを

ら︑製品づくりにおける水へのこ

﹁ 工場で社員の方にお話を聞いた

お手伝いをしたいと考えたのです︒

い肌やすこやかな体を手に入れる

本来持つチカラを引き出し︑美し

を取り入れることによって︑人が

アルソアは︑製品に水のチカラ

に感謝を込めて︑できることから

ノづくりを心がけています︒地球

め︑環境への負荷がかからないモ

は︑水︑そして地球環境を守るた

破壊だとされています︒アルソア

ひとつは︑私たち人間による環境

起きやすくなっています︒原因の

し︑気候変動により渇水や洪水が

す︒河川や海の水質汚濁は深刻化

様々な水の問題に直面していま

なもの︒しかし︑現在︑私たちは

水は人間が生きる上で不可欠

action
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action
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水 とともに

美しさを引き出す水にこだわり、

水とともに進化を遂げてきたアルソア。
水のチカラ、
そして
水を守るためにできることを
浅田真央さんとともに考察します。

長野県佐久市にあるアルソアの自社工場や小淵沢の
自社農園を見学する浅田真央さん。
「無農薬で野菜を
つくるのは環境にやさしくていいですね！廃棄物となる
パンを堆肥にする取り組みも素晴らしいと思います」

action

1

地球にやさしい
印刷インクや紙を使用

心を込めて育てた
無農薬野菜を無駄にしない

工場の廃棄物は
99%以上リサイクル

雨水を再利用
水資源を有効に使う

再生産可能な大豆油、亜麻仁

自然のチカラを活かした資源循環

アルソア佐久ファクトリィでは、廃

小淵沢にある本社では、雨

棄 物を32種 類に分 別して排 出。

水を地下の貯留タンクにた

油、およびそれらを主体とした

型の農業を実践。
「ジオリナ 酵素」
や

「ジオリナ 酵素プラス」などの原料

2019年は工 場 全 体の廃 棄 物は

めてろ過し、植木への散水や水洗トイレに使用して

植物油を使用したインクをいち早く導入。
さらに森

となる野菜黒糖発酵液の製造に使

約112トンでしたが、そのうちの

用した後の無農薬野菜も、畑の肥

99.7％はリサイクルされ、資源の有

います。
また、自社工場アルソア佐久ファクトリィで

林管理の規格を満たしたFSC認証紙を使用する
など、
地球にやさしいモノづくりに励んでいます。

料として余すところなく活用。

効利用につなげています。

廃食用油などをリサイクルした

5

カラを大切にしてきたアルソアの

4

つすこやかなリズムを 生 み 出 す

action

行動するという姿勢を大切にして

“

with

Special Feature

理念や活動に共感するといいます︒

践しています︒一人ひとりが少し

でも気をつけることで︑大きなチ

カラになると思います︒私たちは

水とともに生きていて︑水がなけ

れば人間は生きていけない︒きち

んと守っていきたいですね﹂

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・DVDが絶
賛発売中。

源になっています︒

います︒

﹁買い物に行くときは必ずエコ

バッグを持参する︑水や電気をこ

まめに止める︑食材を無駄なくい

ただくなど︑私も環境保護のため

にできることを少しずつですが実

私 た ち は ︑ 水 と と も に 生 き てい ま す

”

65

は、
工場から排出されたすべての水を再利用するシ

美しい地球のために
美しい水のために

アルソアの
これまで と
これから

ステムを導入しています。

4

私たちのライフスタ
美と健康。2つの視点で、私たちのライフスタイルに欠かせない水

イルに 必要な水とは？
についてあらためて考えました。

Skin

水分量20％以上の
ハリのある
みずみずしい肌

重要な役割のひとつを担うのが、角層

私たちは水を使っています。また、人間の体の約65%は水分で

の細胞内にあるNMFです。NMFが角

できており、様々な栄養や酸素を運ぶ血液も約半分が水分で

水分量10％以下の
ハリのない
カサカサした肌

層の水分をしっかり保持すると、肌の

す。水なくしては、
私たちは生きていくことができません。

潤いもキープ。角層の水分量が20%以

角層

上あると、ハリや弾力、透明感のある肌
になります。肌をすこやかに保つには、

細胞間脂質

NMF
基底膜

ていねいに保湿して角層の水分を保

真皮

持することが大切なのです。

自然界の浄活水システム

自然界の浄活水システムに学んで

開発された︑浄活水器﹁コチャママ﹂︒

ミネラル成分をほどよく含んだ水をつくります︒

❸ 湧き水として地上に現れる

❷ 多くの地層を通り、様々な
ミネラルを取り込む

自然のろ過システムに学んだ浄活水器 ＊1

良質な水を追求して生まれたアルソア水

古来、私たちが飲んできた水は大地から自然に湧き出た水で

肌を良質な水でたっぷりと潤わせ、肌本来の美しくな

した。
湧き水は、雨水が地面に浸透し、長い年月をかけて砂や

ろうとするチカラを引き出したい。
このような想いのも

岩石によって自然にろ過され、地中のミネラルが溶け込んだ

と、アルソアは化粧品のベースとなる水からつくること

美味しくて健康によい水。アルソアは、この自然界の浄活水シ
❶ 大地に降り注いだ雨が地
下に浸透

理想の水を追求し、研究や開発を重ねて生まれたの

水 をつくる浄活水器、
コチャママを開発しました。

A社

安心度の高い水を届ける

基本 JIS規格＊2

B社

アルソア

基本

JIS規格

基本

JIS規格

任意

JWPAS
規格＊3

任意

JWPAS
規格

アルソアの浄活水器コチャママは、国で定められてい

るJIS規格だけでなく、浄水器協会の規格基準によ
る除去対象物質にも対応。
さらに、アルソア独自の基
準をプラスして、健康への悪影響が懸念される物質

アルソア
独自基準

を取り除くようレベルアップしました。安心安全で美
味しい水を皆さまにお届けします。

を決めました。水も大切な原料のひとつとして考え、

ステムをお手本にし、ミネラル成分をほどよく含んだ 活きた
＊1 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。

＊2 JIS規格とは、
日本産業規格のこと
＊3 JWPAS規格とは、
浄水器協会自主規格
基準のこと

用途にあわせたラインナップに注目
自然界の浄活水システムをお手本に、安全な 活き

がアルソア水です。

NMFのミネラルバランスがお手本
アルソア水は、NMFのミネラルバランスを目指して
独自に開発された水。
ナトリウムとカリウム、マグネ
シウム、カルシウムに加え、微量ミネラルを含みま
す。肌のことを考え、単にNMFを構成するミネラ

ル成分を添加するのではなく、自然由来の鉱物な

どから、手間を惜しまずていねいにミネラル成分を
水に溶け込ませています。

アルソア水のシンプルケアで理想の肌に
ローションⅠやⅡ、エッセンスⅠやⅡ
をはじめとした製品には、ミネラル
バランスを追 求したアルソア水を

たっぷり使用。「さっぱりとしたみず

た水 をつくり出すコチャママシリーズ。
「コチャママ

みずしい感触なのに、肌がきちんと

向けのたっぷりサイズの浄活水器です。
「コチャママ

プルケアに欠かせません」
と、
15年間

クックスター」
は、
1日40ℓもの水が使える、
ファミリー

クックアクアメイト」は、キッチンで場所を取らない
コンパクトボディが魅力。
〈左から〉

潤い、乾燥から守ってくれます。
シン

愛用している真央さんは話します。
〈左から〉

ローションⅡ〈化粧水〉
150ml 3,850円（本体価格 3,500円）

コチャママ クックアクアメイト〈飲料用浄活水器〉

アルソア

コチャママ クックスター〈飲料用浄活水器〉

アルソア

57,200円（本体価格 52,000円）

83,600円（本体価格 76,000円）

をつくる水

みずみずしくすこやかな肌を保つための

再び海に流れつきます。
このような自然界の水循環の過程で、

肌のNMF︵天然保湿因子︶
の

海から蒸発した水が雲となって、雨が降り、雨水は河川を流れ、

ミネラルバランスを目指し︑開発された

すこやかな肌を保つにはたっぷりの水が不可欠
アルソア水︵常水︶︒肌本来の美しく

地球の水の循環に私たちはささえられている

なろうとするチカラをサポートします︒

をつくる水

Body

7

美

健康

Special Feature

エッセンスⅡ〈美容液〉
30ml 8,800円（本体価格 8,000円）
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Part 1

基礎編
石けんで洗う
パックで除く

1

美肌の土台づくりは“洗う”と“除く”

木村佳乃’s

冬はつい「与える」
ことを重視しがちだけれど、
すこやかな肌のためにまず大切なのは、
やはり、
「洗う」
「除く」のプロセスです。

SkinUpCare
Vol. 3

Wa s h S TA RT

冬のツヤ肌をつくる
完璧ステップ

やさしく、
しっかり、
皮脂や汚れをオフ

アルソアが創立以来大切にしている
「洗顔」
は、

「アルソア クイーンシルバー」がささえていま
す。
ミネラルを含むもっちり泡は脂分と相性が

よく、酸化した皮脂やメイク汚れなどの脂性の
汚れもしっかりオフ。
肌を清潔にして、すこやか

1. 汚れにも様々な種類がある！

2. 石けんの成分が汚れを包み込む

肌には、
ホコリや汗の汚れ（灰色）
、酸化
した皮脂やメイク汚れ（黄土色）
、古い
角質や毛穴の汚れ（茶色）など性質の
異なる汚れが混じって付着しています。

天然由来ミネラル成分*を含んだ、キ
メ細かく弾力がある泡の中の洗浄成
分が、それぞれの汚れを肌からひとつ
ひとつ引き離すように抱え込みます。

一年中ツヤツヤの肌をキープしている木村佳乃さんが、
冬の

お手入れで大切にしているのは、
やはり
「基本」のケアでした。

＊堆積岩・火成岩

な環境を保つよう整えます。

3. 泡と一緒に汚れもバイバイ

え〜い！

2

知りたい！キレイの秘密
もっと

最後に水でしっかり流すことで、
ホコリ
や汗、そして酸化した皮脂やメイク汚
れを取り込んだ泡ごと、
するっと落とす
ことができます。

Pa c k S TA RT

古い角質や毛穴の汚れを
やさしく取り除く

粒子が非常に細かい北海道の天然泥「モシ

リクレイ」が、残った古い角質や、毛穴や小鼻
のわきなどの細部の汚れをキャッチ。また水

〈左から〉

アルソア クイーンシルバー

1. 実は残っている「隠れた汚れ」

2. やわらかいクレイが肌に密着

クイーンシルバーでの洗顔でも残って
しまった古い角質や、毛穴の汚れのお
掃除には、
クレイパックが活躍します。

肌に密着したパックが古い角質や毛穴
の汚れをやわらかくし、
包み込みます。

〈枠練石けん〉
標準重量135g
4,400円（本体価格 4,000円）

アルソア クレイパック

〈パック〉
100g 3,850円

となじみがよいため、捉えた汚れを水とともに

（本体価格 3,500円）

きれいに流します。
「アルソア クレイパック」
を定期的に使い続けることで、肌を潤す土台

いつものケアをちゃんと続ける
それが季節に負けない肌のカギ

気温が低下し︑北風が吹き始める

と気になるのが肌の乾燥︒冬もすこ

やかな肌で過ごすために︑心がける

べきことは？ いつもツヤ肌の佳乃

さんのお手入れ方法を伺いました︒

﹁実は私︑ここ何年も冬も乾燥知ら

ず︒毎日アルソアを使い続けている

おかげです︒継続は力なりですね﹂

※イラストはイメージです。

1

日 のスタートは︑朝︑
﹁アルソア

9

クイーンシルバー﹂
による洗顔から︒

本のTBSドラマ『恋する母たち』

に出演中。

﹁寒い朝︑顔を洗いながらこの香り

から、柴門ふみ原作・大石静脚

に包まれると︑スッキリ気合が入り

にMC出演中。毎週金曜夜10時

ます ﹂
︒定期的なクレイパックも欠

映 画をはじめTVドラマでも活

躍。NHK『所さん！大変ですよ』

かしません︒
﹁お風呂でパックをする

女優、東京都出身。2010年映画

『告白』でブルーリボン賞受賞。

と︑本当にツルツルになるんです﹂

Kimura Yoshino

ずっと使っていると︑化粧品が肌

木村佳乃

に寄り添うようになじんでくるのが

クレイは水と相性がよいため、洗い流
す水にすっとなじみます。クレイに吸
着された古い角質や毛穴の汚れごと
スッキリ流され、潤う準備が整ったク
リアな肌に。

わかる︑と佳乃さん︒コツコツ続け

3. 仲よしの「水」に乗って排出

る 毎 日 の﹁ 洗 う ﹂
﹁ 除 く ﹂ 習 慣 が︑

れ！
そ～

冬もツヤ肌をキープする秘訣です︒

が整います。
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Mask

ていねいな “潤す” “保つ”ケアが
ツヤ肌の決め手！

Part 2

保湿編

寝不足や肌のゆらぎを感じたら

美容液1本分の保湿成分配合の
エッセンス マスクで集中保湿

ローションで潤す
エッセンスで保つ

特別な日の前や、不調肌から脱したい

「洗う」
「除く」
ステップと同様に、
ローションで「潤す」、
エッセンスで
「保つ」
ステップも
大切なルーティンです。

とき、助けになるマスク。
「早朝の撮影

や勝負仕事（笑）
のときには、移動中の

ロケバスでマスクをしておけば自信の

んが︑洗った後の肌にローションが

ジェル状にした植物性オイルを、使い切りタ

すーっと浸透する感触は〝息がぴっ

携帯できる使い切りタイプの
セルジェルで、
もちもち肌をキープ

毎日使い続けることで︑
潤いを招きいれる肌に

いつでも潤いを保ちたいときに

たりあう〟感じがしてうれしくなり

Gel

もうひとつ︑佳乃さんの日常に溶

35ml 5,500円（本体価格 5,000円）

ます﹂と佳乃さん︒
﹁ その後に使う

アルソア エス〈美容オイル〉

け込んでいるのが︑
﹁ 潤す ﹂
﹁ 保つ ﹂

キープしたいときの強い味方です」

セルエッセンスも同じ︒肌が迎えい

わり目に、肌のバランスが不安定になってい
るなと感じるときや、肌の細部にまで潤いを

のステップ︒これも︑乾燥の季節だ

のスポットケアにもぴったりです。
「季節の変

れてくれる感じがします ﹂
︒特に乾

りのカサつきなど、乾燥が特に気になる部分

からと特別な使い方をするのではな

導いてくれる美容オイル。
目もとや口のまわ

燥が気になるときにはスペシャルケ

さらさらとのびて、しっとりなめらかな肌へと

く︑朝晩欠かさず︑ていねいにケア

高純度スクワランオイル100％の
エスで乾燥した肌にたちまち潤いを

アをプラスすると︑寒い冬でもツヤ

部分的な乾燥が気になったら

するのが何よりなのだそう︒
﹁ キメ

Oil

伸縮素材なので、
フェイスラインも引き
上げるようにホールドできます。

肌がキープできそうです ︒

滴 り 落 ち るほ ど 美 容 成 分 たっぷり！ 開 ける 瞬 間 からワクワク し ま す

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）

が整うということなのかもしれませ

持てる肌で挑めます」
と佳乃さん。
あご
の下までしっかり届くサイズで、しかも

イプの個包装にした、人気の美容ジェルオ
イル。肌の水分保持力をサポートしてくれ、
プッシュフェイシャルをすることで血行を促

してくれます。
「飛行機や新幹線で移動する
アルソア セルジェル〈美容ジェルオイル〉
1.5g×３０包 7,700円（本体価格 7,000円）

アルソア流セルフエステに挑戦！

HOW TO

ときなどは、必ずポーチに入れておきます」
と
佳乃さんもご愛用！

Push Facial

血行や代謝の滞りがちなこの季節こそ、 アルソア プッシュフェイシャル ！

6

Yoshino's
Favorite items

6

1. セルジェルやエスを使ってツボを刺激する「プッシュフェイシャル」で、心身のリフレッシュや肌活力のアップを
目指しましょう。化粧水や美容液の後、
セルジェル１包、
またはエス１〜２プッシュを顔全体にのばします。

7

2. 両手の中指を使って、基本７ヶ所のツボを、
イラストの番号順に左右対称にプッシュします。②と⑤は、中指では
なく親指の腹を使って行います。
3. プッシュは静かに押して、静かに戻すのがコツです。
１、
２、
３、
４、
５と数えながら押して、
１、
２、
３、
４、
５と数えながら
戻すくらいの、
ゆったりしたリズムで行いましょう。
4. 終わったら蒸しタオルで拭き取ります。セルジェルを使った場合はぬるま湯で流してもOKです。バスタイムに
行うとリラックスでき、週２〜３回行うとより効果的です。

11
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1

〈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）
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輝くクリエイターのパワーを探る

共感ネットワーク
Interview

新たに福岡に誕生させたミュージ
アム﹁チームラボフォレスト﹂は︑
﹁捕

じて反応するしかけになっていて︑

す︒多くの作品は︑観客の動きに応

してアートを楽しめるのが特徴で

体ごと没入できるなど〝体験〟を通

のをただ見るのではなく︑アートに

な作品を展開︒観客は展示されたも

タル技術を駆使して世界中で大規模

れ︑アート制作では︑最先端のデジ

家などのスペシャリストで構成さ

ボ﹂
︒アーティストや数学者︑建築

の学生とともに設立した﹁チームラ

学卒業時に東京大学と東京工業大学

２００１年︑猪子寿之さんが︑大

が学ぶことを嫌いになりがち︒だか

るのが学びだと勘違いし︑多くの人

は︑学校や塾で座って何かを記憶す

に楽しいことなんです︒でも現代で

という行為は︑人間にとって本能的

手に取って観察しましたよね︒学ぶ

﹁子どもの頃︑森で虫を見つけると︑

ション図鑑をつくることができます︒

たちを捕まえ︑観察し︑自分のコレク

ホアプリを使い︑壁面に現れる動物

放つ〟をコンセプトにした作品︒スマ

める森﹂は︑
〝捕まえ︑観察し︑解き

エリアで構成されます︒
﹁捕まえて集

動の森﹂
︵写真右中央︶という２つの

まえて集める森﹂
︵写真右上︶と﹁運

まさに一期一会︒訪れる人とともに

ツ TOKYO DMM﹂にお目見え︒

らこそ︑僕は作品で新しい学びのか

一方︑
﹁運動の森﹂は︑その名の

巨大な滝のようなインスタレーショ

作品を反応させ︑アートをつくり上

通り体を動かして立体的な空間を楽

ンで︑地上 メートルからデジタル

たちをつくりたかった﹂と猪子さん︒

しむアート︒高低差がある場所や不

げるという点も魅力のひとつです︒

本来︑学ぶことは
人類最大の楽しみである

東京・豊洲にある「チームラボプラネッツTOKYO
DMM」の新作品『空から降り注ぐ憑依する滝』。

万倍ぐらいになるという研究結果

で育ったネズミに比べて脳の海馬が

体的な空間で育ったネズミは︑平面

世界を認識する体験ができます︒立

す︒
﹁体を動かしながら︑立体的な

りと参加することで作品は完成しま

安定な床が広がり︑跳んだりはねた

て︑人がふれることで水のかたちが

ちが変わります︒その特性を活かし

うに︑あるものの存在によってかた

にいれればコップのかたちになるよ

な粒子の集まりである水は︑コップ

の動きによって変化します︒
﹁ 小さ

で表現される水の流れは︑近づく人

15

脳を発達させ衰えさせないために

があります︒人間も同じでしょう︒

ので︑ぜひ実際に触ってほしい︒何

体験が新たな気づきを与えると思う

変化するようにしました︒リアルな

共同的で創造的です︒僕はデジタル

げたり変えたりする︒人間は本来︑

そが最大の楽しさで︑人の思考を広

歳になっても学んで体験することこ

も︑
ここで遊んでみてください
︵笑︶
﹂

人が近づき︑ふれることで
水の流れが変化する最新アート
アルソアも大切にしている﹁水﹂

計数工学科卒業と同時にチームラボを設立。

成するクリエイター集団のチームラボはデジ

Building DIGITAL ART MUSEUM:

場）は、18年6月の開館から1年で世界最大

アートを通して︑人にしかできない

アーティストやプログラマー、建築家などで構

をテーマにした作品も︒パブリック

チームラボ代表。2001年、東京大学工学部

ことや共同的な創造性が大切なこと

Inoko Toshiyuki

アート
﹃空から降り注ぐ憑依する滝﹄

猪子寿之

を伝えていきたいと思います﹂

アルソアの滝口社長も体験！

タルアートの展示を世界で展開する。
「MORI

EPSON チームラボボーダレス」
（東京・お台

12
13

カラフルな卵のような弾む球体が並ぶ、
「運動の森」
の『高速回転跳ね球のあおむしハウス』。観客が同
じ色の球体のみを踏んで進んでいくと、空間にあお
むしが生まれるしかけが！

︵写真右下︶
が︑﹁チームラボプラネッ

「アルソアは、リアルな人との出会いやふ
れ合い、製品の体験を大切にしてきまし
た。世界的なデジタルアートの第一人者
である猪子さんもまた、体験や学びを通
して、楽しみながら新たな気づきを提案
されています。デジタル化が進む中でも、
ともに考え、人とのリアルなつながりを
大 切になさっていることに大 変 感 銘を
受けました！」

新ミュージアム「チームラボフォレスト」より。幻想的
な森にデジタルの光でつくった自然や動物たちが次々
と現れる「捕まえて集める森」。観客はアプリを使って
矢を放ち、動物たちをコレクションすることができる。

リアルな
体験こそが、
人に気づきを与える

チームラボ 展覧会風景「teamLab Planets TOKYO」
2020 東京 © teamLab, courtesy Pace Gallery
規模の年間来館者数を達成。

4

新時代を切り開くアーティスト集団として注目される「チームラボ」。
世界中で大規模な展覧会を開催し、常設ミュージアムのひとつである
「チームラボボーダレス」は、
オープンから１年で230万人以上が来館。
ファン・ゴッホ美術館を上まわる来館者数を記録しました。
世界を舞台に活躍する「チームラボ」、猪子寿之代表がアルソア アイに登場！
「捕まえて集める森」は、 捕まえ、観察し、解き放つ がコンセプト。来場者に学ぶことの楽しさを再認識させる空間になっている。

猪子寿之
チームラボ代表

は “伝統食”に回帰
代
！
時

目指す キレイ は食事から！

Beauty Up Recipe

日本人の体にあった
植物性発酵食品を

発酵食品の味噌と甘酒をダブルで使った
簡単で美味しいディップは、この冬大活躍！
！

LESSON

03

01
そもそも発酵とは？

選食レシピ

LESSON

発酵食品は「植物性」と「動物性」
にわかれます。動物性発酵食品とは
ヨーグルトやチーズなど動物由来のも
の、植物性発酵食品というのは納豆
や漬物、味噌、醤油など、米や大豆
などの植物由来のものです。どちらに
も長所がありますが、日本人が昔から
摂っていたこと、善玉菌の餌となる食
物繊維も一緒に摂れることから、植物
性発酵食品の活用がおすすめです。

発酵とは、
一言でいうと
「食
物が微生物の働きによっ

Vol. 4

て、私たちの健康に有益

Wellness
School

「発酵食」
のパワーで
風味もUP！体調もUP！

なカタチに変化すること」
です。この「有益」という
のは、味や栄養価、消化
吸収が高まるなど、よい影

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。最終回となる今回は、
日本で古くから重宝されてきた「発酵食」
のパワーについて学びます。

響のこと。「微生物」には、こうじ菌、酵母菌、乳酸菌、
納豆菌などがあります。一方、同じ微生物による作用
には「腐敗」もあり、実はそのメカニズム自体は同じ。
人間にとって「有益な変化」なら発酵、
「有害な変化」

を起こすものは腐敗と分類されます。
LESSON

種類豊富な発酵食品で
腸内環境も良好に

04

旬の野菜を美味しくいただける

味噌と甘酒のディップ
材料［ 4人分 ］

味噌 .............................................大さじ4
甘酒（濃縮タイプ）...........................大さじ4
アーモンド
（ロースト）......................4粒程度
旬の野菜（紫キャベツ、
サヤインゲン、
カボチャ、
ゴボウ、
サツマイモ、
カリフラワー、
ニンジン、
レンコン）..................................... 各適宜

つくり方

❶味噌と甘酒を、
ゴムベラなどでよく混ぜ合わせる。
❷アーモンドを刻んで①と混ぜ合わせる。
❸グリルした野菜、
または蒸した野菜に②を添える。

発酵には様々な長所があり

必須アミノ酸が増え、消化・

への負担が軽減されるのも

味噌汁に納豆ご飯、酢の物、魚の塩こうじ焼きといったシン

昔から日本人をささえて
きたのは〝発酵食〟

近年︑美容や健康によいと注

目度が高まっている発酵食品で

すが︑私たち日本人は古くから

発酵食に親しんできました︒

日本の伝統的な食材を思い

浮かべてください︒酒︑みりん︑

醤油︑味噌︑酢⁝⁝これらはす

※「ジオリナ 白鶴霊芝AG」
のキャンペーンも実施中。

（1袋12粒入）

べて発酵食品です︒国土の多く

ジオリナ ビエッセEX

を買うと + 1袋

ライフォリジン オメガ3

が温暖湿潤気候の日本は︑カビ

を買うと + 10袋

ライフォリジン オメガ3
（90g）

や菌が生育しやすい環境︒この

ジオリナ ビエッセEX ラージサイズ
（90袋）

（1袋5粒入）

気候風土に適応して食文化をは

ジオリナ ビエッセ

を買うと + 3袋

ライフォリジン ミネラル

アルブルドソア・
アコ

ぐくんできた長年の知恵が︑発

を買うと + 10袋

ライフォリジン ミネラル
（57ｇ）

活用しない手はありません。

酵食には詰まっています︒この

を買うと + 2本

ジオリナ 酵素ミニ
50ml

ジオリナ ビエッセ ラージサイズ
（90袋）

アルブルドソア・
ブル

れるという効果まで。これを

知恵は現代社会を生きる私たち

ジオリナ 酵素G（180g）

ジオリナ 霊芝

を買うと + 3袋

ライフォリジン サーキュラ

もぜひ取り入れたいですね︒

ジオリナ 酵素プラス

を買うと + 10袋

ライフォリジン サーキュラ
（30袋）

そして発酵食は︑冬こそおす

を買うと + 10袋

ジオリナ 霊芝 ラージサイズ
（90袋）

を買うと + 3袋

すめ︒発酵食の魅力のひとつで

ジオリナ 酵素プラス
ラージサイズ
（90袋）

ライフォリジン セルエナジー

を買うと + 3本

ある腸内環境を整えるチカラが

1

ジオリナ 酵素ミニ
50ml

ジオリナ 白鶴霊芝EX

免疫力をアップして︑風邪など

を買うと + 1本

ライフォリジン セルエナジー
（30袋）

のウイルスの影響を受けにくい

ジオリナ 酵素（500ml）

ジオリナ 白鶴霊芝EX
（10本×3箱）

るので、保存性を高めてく

栄養、消化、保存と
マルチな発酵食パワー

02

注目！
こちらも

冬の健康食品
キャンペーン

が雑菌の繁殖を防いでくれ

LESSON

体をつくってくれるのです︒

15

さらに発酵に関わる微生物

れることがわかります。善玉菌の役に立つ食物繊維の多い海

﹁ウェルネススクール﹂で学ん

Tel.0551-36-5002

力アップにもつながります。

プルな定食でも、数えてみるとずいぶん多彩な発酵食品を摂

だ知識を活かし︑これからも季

http://www.soujyu.megaminomori.com/

を整えてくれるため、免疫

節や風土︑体質にあったバラン

※営業日の詳細はホームページまたは、
お電話にてお問合せください。

善玉菌を増やし、腸内環境

和食で摂れる発酵食品の魅力のひとつは「種類の豊富さ」
。

スのよい食事で︑すこやかな肌

自然豊かな小淵沢のアルソア本社に隣接する「奏樹」で
は、旬のオーガニック野菜のパワーに溢れた一皿をご提
供。
とびきり美味しくて、体の内側から元気になれます。

発酵のチカラ。発酵食品は

腸内の善玉菌は種類が豊富であるほどよいとされています。

と体をはぐくんでいきましょう︒

そうじゅ

「奏樹」
カフェ＆ダイニングを
ご紹介！

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。

吸収・代謝を促進し、胃腸

※種類の違う味噌を混ぜ合わせるのもおすすめ。
アー
モンドの代わりにすり白ごまを混ぜたり、和風の場合
は生姜のすりおろしや山椒、洋風の場合は粒マスター
ドやディルなどのハーブ、辛くしたいときには豆板醤
や一味唐辛子などをいれたりしてアレンジを。

｜冬の口福が待っている｜

Let’s study!

香りや風味が豊かになりう
ま味が増します。ビタミンや

藻やキノコなども一緒に摂りいれやすいこともポイントです。

※ディップとして、野菜だけでなく豆腐や厚揚げ、サト
イモやこんにゃくにつけたり、野菜や肉、魚を漬け込ん
で焼いたりしても美味しい。水やだし汁でお好みの濃
度にのばせばドレッシングにもなります。

ウェルネススクール生の
アコ＆ブルと一緒に

ます。まず美味しくなること。
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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

ARSOA
LOTION

N312
N322
N305
N315
N325
N303
NW313

リフィル 各1,650円（本体価格 1,500円）

150ml 3,850円（本体価格 3,500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

ARSOA
SPECIAL
CARE

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

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）

〈美容液〉

（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

アルソア ローションⅡ

〈化粧水〉

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

アルソア ローションⅠ

〈化粧水〉

120g 3,300円（本体価格 3,000円）

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

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）

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

米粉のクッキー3種（紅茶&しょうが、抹茶&ここあ、玄米＆ごま）を

各１個ずつセットにして10名さまにプレゼント！

安心して食べられる食材にこだわり、香料や人工甘味料などを使用せずに仕上
げた、体にやさしい米粉クッキー。全工程を手作業で行い、その日の気温や湿度
にあわせて焼いているからこそ楽しめる、
サクッ、
フワッ！の食感もたまりません。
締切
宛先

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あなたの好きなアルソア製品は何ですか？

2021年2月28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.125」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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2020年12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。

Heart Collection

数量
限定

ナチュラルに、華やかに。
美しさを自在に操るアイメイクアップ
自然な陰影や立体感、華やかさを思い通りに演出できる

「ハートコレクション」が登場しました。

トレンドのレッドブラウンがスタイリッシュで
エレガントな、心躍る仕上がりです。

アルソア シェードオン

シャインベージュ／モーヴブラウン／ボルドーブラウン〈3色セット〉
（アイカラー）4,950円（本体価格 4,500円）

アルソア ナチュラルロング マスカラ ブラウン 3,520円（本体価格 3,200円）

