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2021
SPRING

for the Future

きらめく未来､
叶えよう
！

［ 新連載 ］

ミライへ残したいもの
文・川上未映子

美しくすこやかな未来をはぐくむ、
自然にもやさしいアルソア製品。
人気小説家の
川上未映子さんが、
日々の営みの中でふれたその魅力を、
やわらかな筆致で綴ります。

時間ではなく︑毎日のなかに存在する

するとか︑日常生活の外につくりだす

それは︑旅行に出るとか︑お洒落を

ていても︑ふと﹁自分だけの時間﹂に

過ごせることが幸せであるとはわかっ

日々︒こんなふうに何でもない毎日を

れにただただ身を任せているような

あって︑笑顔や心配や色々な感情の流

家 族 の こ と も︑や る べ き こ と が 沢 山

ぐに朝がやってくる︒自分のことも︑

つけば一日が終わっていて︑そしてす

あっという間に時間が過ぎる︒気が

どの感触にも似ていない︑ほかの何と

包み込むその瞬間だ︒これまで感じた

素晴らしいのは︑その膨らみで顔を

生まれたての白さでいっぱいになる︒

りと膨らんでゆくにつれ︑目も︑心も︑

うな︑そんな感覚がする︒泡がしっか

手のひらと泡そのものになっていくよ

さくなって︑数が減って︑自分自身が

らばっていた様々なものが少しずつ小

てゆく︒するとさっきまで頭の中に散

手のひらを動かして︑丁寧に泡をつくっ

ぬるま湯にそっとぬらして︑包み込む︒

たす石けんの香りがする︒それから︑

鼻を近づければ︑全身をふわりと満

れ︒本当にせっけん？ クリームじゃ

すると目を丸くして︑うわあ︑なにこ

笑って︑泡を手のひらにのせてやる︒

僕もやってみたいと言う︒いいよ︑と

やってくる︒
泡をつけたわたしを見て︑

し ん で い る わ た し を 探 し て︑息 子 が

いつまでも︑そんなふうに洗顔を楽

と︑そう思う︒

身にその善さが浸透しないわけがない

とができたなら︑日々をつくる自分自

れることができたなら︑肌に与えるこ

のかが腑に落ちる︒この善さに毎日ふ

とが︑なぜこんなに善いものとされる

容する﹁きめ細やかである﹂というこ

思いを馳せてしまう︒

空 白 の よ う な 時 間 の こ と︒わ た し に

顔になる︑その幸せそうなこと︒

見たことのないような溢れるような笑

そっと顔につけて︑
くるくる回すと︑

ないの？ 食べられるの？ なんて聞い

きにやってくる︒
一日の始まりと終わりの洗顔は︑ま
んわり温かくなる︒
ある人の性格や︑状態や︑感覚を形

アルソアでは肌や環境の負担となる成分を極力使わないため、一般的な
製法よりもはるかに時間と手間ひまをかけた製品づくりをしています。
伝統的な枠練り製法で70日間*¹かけてつくる、天然由来ミネラル*²や保
湿成分を配合した「アルソア クイーンシルバー」は、
その代表アイテムです。

るで自分が生まれ変わるような︑小さ
な儀式のよう︒

手づくり にこだわった、安心・安全な製品づくり

は︑自分だけのものだなあと︑心がじ

も違う優しい快感を︑何度も手のひら

Kawakami Mieko

とってそれは︑自分の肌をケアすると

川上未映子

てくる︒

その
幸せそうなこと
と肌で味わう︒ああ︑この時間︒これ

かわかみ・みえこ● 小 説 家。
大阪府生まれ。2008 年小説
『乳と卵』 で芥川賞受賞など
受賞歴多数。毎日出版文化賞
を受賞した近著『夏物語』 は
世界 25カ国で翻訳され、20 年
TIME誌の「今年のベスト小説
10 冊」などにも選ばれている。
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＊1 135gの場合 ＊2 堆積岩・火成岩

教えて！ミライ
・ラボ

〈

〉

第1回

春は
「ゆらぎ」を対策せよ！
しあわせ

寒い時季が過ぎ去り心も体もほっこり温まる幸福な春。でも実は、一年で最も肌が

不安定な季節です。
「ゆらぎ」
アラート発令！ 肌トラブルの主な原因をまずはチェック。
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春風に舞う
“侵入物”にご用心！

花粉、PM2.5

春に多くの人が苦しめられる花粉やPM2.5は、
肌にとっても大敵です!

急な寒暖差に
肌が追いつかない

環境の変化

肌は気温や湿度に影響を受けやすいものです。
湿

空気が乾燥する春

度が低く、
加えて他の時季に比べて寒暖の差が大

は、肌の角層から潤いが失われてバリア機能*

きい春は、
その変化に対応できず肌が不安定にな

が低下しがち。花粉やPM2.5が肌に影響を与

りがち。乾燥などのトラブルがでやすくなります。

えやすくなり、炎症など肌あれを招くのです。

出典：気象庁公式ホームページ（東京・2019 年）をもとに作成
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ここで
しっかりと
ケアを！
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出典：日本気象協会の観測地点調べ（東京・2018 年）をもとに作成
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冬に比べると暖かくなりますが、夏と秋に比べると気温
も湿度も低い春。乾燥には要注意！
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スギ花粉は 3 月初旬から中旬、ヒノキ花粉は 3 月下
旬から 4 月上旬がピークに。

対策
を
お
伝え
しましょ
う

春こそ
油断禁物
ですね
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紫外線を浴びる機会が少なかった状態から、

紫外線対策は
春先からが正解！

紫外線

しやすい時季です。夏だけでなく、春からしっ
かりと対策することを心がけましょう。
■UV-A、Bの肌への影響

UV-A
（kJ/㎡）

UV-B

800
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春先から
急激に増加！

400
200

森山五月

アルソアR&Dセンター

水の研究や製品開発などを経て、現在
は基礎研究ユニットで評価・研究を行う。
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清らかな水と雄大な山々に
囲まれた、山梨県・小淵沢
にある森の中の研究所。自
然に学び、心・体・肌の本
質的な美しさを目指すモノ
づくりを大切にしています。
アシスタント

5
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紫外線は波長の長さにより UV-A や UV-B に分けら
れます。春は UV-A が多くなるので注意が必要です。

アシスタント

にゃんロボ

ロボチームの紹介

わんロボ

ミライのアルソア R&D センターか
らやってきたのは、自然エネルギー
で動き、スキンケアが大好きな未来
ロボット Ai さん。鼻を利かせた分
析が得意で食いしん坊なわんロボ
と、マイペースで頭脳明晰なにゃん
ロボがアシスタント。

紫外線対策を怠ると、
日焼けによる肌あれを

■紫外域日射量
（UV-A、UV-B）

1200

アルソア
R&Dセンター
（研究所 ）は
こんなところに！

急激に増加する紫外線に肌がさらされる春。

出典：国立環境研究所 有害紫外線モニタリング
ネットワーク事務局（つくば局観測・2017 年）
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私たちが
ナビゲート
していくわよ！

■平均気温・湿度

＊角層と天然クリーム（皮脂膜）によって皮ふ表面に生み出
される保護作用のこと。

（個／㎠・5日平均）

研究所は
ココ

！
教えて

ミライ
ロボット

Aiさん

ミライ
・ラボ
5年後、
10 年後も見惚れる肌づくり
5年後、10年後もすこやかで美しい肌でいたいのは、多くの女性の願い。

表皮

そこで、時代の変化に負けず、ずっとキレイな肌でいるための情報を、ミライの
真皮

アルソアR&DセンターからやってきたAiさんと仲間たちがお届けする連載がスタート！
メラノサイト

UV-B は肌表面に炎症やシミの原因を、一方、UV-A
は真皮まで届いてシミだけでなくシワやたるみを招きます。

第１回は春の「ゆらぎ」肌対策を中心に、健康な素肌をつくるヒントを
紹介します。肌本来のチカラを引き出す＊ケアであなたのミライが変わります！
＊肌本来の働きを正常に保つこと。
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教えて！ミライ
・ラボ

基 本 の スキンケア が 大 切

SKIN CARE

クリーンな肌に水分をたっぷり補給

水分補給

「3ステップ＋１」
で春の
「ゆらぎ」対策を！
環境の変化などでゆらぎがちな春の肌も、日々のスキンケアで安定した美しさに。
正しい洗顔と水分補給、保湿をていねいに行う基本のお手入れを見直しましょう！

洗顔後のクリーンな肌を
ローションできちんと保湿しましょう

〈左から〉

アルソア ローションⅠ

春の肌の低下しがちなバリア機能をサポートする

〈化粧水〉
150ml 3,850円

には、
たっぷり水分補給して肌を潤わせることが

清潔

花粉ゆらぎ対策

（本体価格 3,500円）

重要。清潔に整った肌は水分の受け入れ準備も

アルソア ローションⅡ

万端な状態です。
なじみのよい良質な水を使った

〈化粧水〉
150ml 3,850円

ローションをたっぷりと、
ていねいに与える保湿ケ

（本体価格 3,500円）

アをしましょう。

アルソア セルローション

必要な潤いは残す洗顔で
汚れをやさしくていねいに落としましょう

〈化粧水〉
150ml 5,280円

※自社調べ

（本体価格 4,800円）

古い角質

避するには、
きちんと洗って肌を清潔に保つこと

重ねづけで
UP!

が大切です。
ただし、必要以上に肌の水分や皮脂

汚れのないきれいな肌

を奪うのはNG。
おだやかに汚れを落とす製品を
使うようにしましょう。
「アルソア クイーンシルバー」
は、
肌の汚れを除去しつつ、
大切な潤いをキープ。

低い

1回塗布

「アルソア クレイパック」は、古い角質や毛穴に入

3回塗布

きれいに
な〜れ

水分保持

保湿ケアで肌の水分量を
■角層水分量
高い

〈左から〉

角層水分量

アルソア エッセンスⅠ

〈美容液〉
30ml 5,500円

（本体価格 5,000円）

※自社調べ

アルソア セルローションとセルエッセンス使用時

アルソア セルエッセンス

7

潤いを
保つの

潤いをキープする
エッセンスで肌をすこやかに
は、水分補給に加えて保持すること
肌を潤わせたら、
スキンケアの仕上げ
にエッセンスをプラスしましょう。肌本

アルソア セルローション
低い

保つ

も重要です。
ローションの重ねづけで

アルソア エッセンスⅡ

（本体価格 8,000円）

この泡が
ポイントだよ

肌のバリア機 能の回復を目指すに

アルソア セルローション
＋
アルソア セルエッセンス

〈美容液〉
30ml 8,800円

（本体価格 13,000円）

皮脂・
メイクアップ

ホコリ
ゆらぎの
原因を
洗って除く

黄砂・
PM2.5

汗

り込んだ汚れをやさしく吸着します。

ローションで角層水分量がアップ。3 回の重ね
づけで高い保湿効果が見られることが明らかに。

〈美容液〉
25ml 14,300円

花粉

メイクアップをした肌

花粉やPM2.5などの付着による肌トラブルを回

アルソア セルローション使用時

高い
角層水分量

こんなに
違うんです

■角層水分量

ゆらぎ対策の第一歩はていねいな汚れ除去

塗布前

1週間塗布後

3週間塗布後

エッセンスを加えるケアを継続することで、ローションだけのお手
入れよりもさらに角層水分量が高くなることがわかっています。

来のチカラをサポートし、乾燥や寒
暖の差でゆらぐ春の肌もしっとり｡心
地よい感触で保湿力がありながらべ
たつかず、
やさしい使用感です。

上図の青丸は「アルソア
クイーンシルバー」、オレ
ンジ色の丸は「アルソア
クレイパック」でやさしく
除去。

よい泡のつくり方
キメ細かな泡をつくるには、
まず手をきれいに洗います。
その後、石けんをぬるま湯
にくぐらせ、手のひらで数
回ころがします。泡にぬる
ま湯を加えながら、あまり
力をいれ過ぎず、ていね
いに泡立てましょう。
〈右から〉

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）

アルソア クレイパック

〈パック〉
100g 3,850円

（本体価格 3,500円）
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教えて！ミライ
・ラボ

きれ い は 内 側 から

体 を 休 ま せ 、ゆらぎ に 負 け な い

INNER CARE

良質な睡眠が元気の源

心と体の
「ゆらぎ」
も、
しっかりケア！

きれいな肌に欠かせない、
2つのホルモンに注目！
睡眠中に分泌される成長ホルモンや副腎皮質刺激ホルモンは、体
のメンテナンスや修復、
回復のほか、
コラーゲンの生成やヒアルロン

心と体がゆらぐと、私たちが本来持っているすこやかさと美しさを保つチカラが発揮できません。

酸を守る大切なホルモンです。
きれいな肌を保つために欠かせませ

食事と睡眠、ストレス管理を大切に心と体を安定させましょう。

ん。
どちらのホルモンも眠りと深い関わりがあるので、
時間だけでな
く規則正しい生活で睡眠の質も重視しましょう。

どうしたの？

■睡眠とホルモン

出典：戸田 浄著「美容と皮膚の新常識」
より

眠りの深さと時間

睡眠の深さ

浅い

眠りの質も
大事ニャ

深い

22 23

0

血中ホルモン濃度

低い

2

3

4

5

6

7 （時）

ホルモン（血中濃度）

高い

マスクで
大切な鼻が
カサカサに
なっちゃった

1

1

2

3

4
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■健康的な食生活の合言葉

冷たいものをよく摂る

し

い

豆類

ごま

わかめ

野菜

魚

（キノコ類）

椎茸

イモ類

化も多い春は、
ストレスを抱えがち。
自分の心身

バランスのよい食事には、合言葉「ま・ご・わ・や・さ・し・い」
を心がけて。

便秘がち
スキンケア方法が若い頃と変わ
らない
エアコンの効いた環境で長時間
過ごしている
すこ
やか
美し な
目
指
しま さを
しょ
う

気候に加えて、仕事やプライベートにおける変

体をほとんど動かさない

きれいに
な〜れ

リラックスできるスキンケアで
肌も心も美しく整えましょう

里いも︑じゃがいも︑
さつまいもなどのイモ類

さ

椎茸︑シメジなどの
キノコ類

や

魚︵特に小型の青魚︶

わ

野菜︑根菜

ご

わかめ︑昆布︑
海苔など海藻類

春ストレスをやわらげるケア

ま

ごま︑ナッツ︑
くるみ︑アーモンド

のが
使う です
的に すめ
定期 おす

３ステップ＋１の
スキンケアを
毎日続けると
いいわ！

甘いもの、辛いもの、アルコール
のいずれか、または複数が好き
ファストフードやコンビニ食をよ
く食べる

大豆︑
あずきなどの豆類

肌 の 土 台 から鍛 えて

イライラしやすい、または面倒だ
なと感じやすい

境を整える方法として健康食品を上手に活用しましょう。
7 （時）

〈上〉睡眠中は浅い眠りと深い眠りを繰り返す。
〈下〉成長ホルモンは入眠直後の深い眠りで多く分泌。
副腎皮質刺激ホルモンは早朝に多く分泌。

潤いが
足りてない
んだニャ

整った腸内環境をつくることが、体と肌をすこやかに保つ秘訣で

生活が続きバランスのよい食事ができないときは、手軽に腸内環
5

チェックが多い方は
「ゆらぎ」に注意！
睡 眠 時 間が 短い、または毎日
24 時過ぎに就寝する

その肌あれは腸内環境の悪化が原因かも！

や・さ・し・い」や発酵食品を食事に摂りいれることが重要。忙しい

副腎皮質
刺激ホルモン

0

バランスのとれた食事で腸活を

す。腸を健康にするためには、
日本の伝統食の合言葉「ま・ご・わ・

成長ホルモン

22 23

体 の 中 から元 気 に

の状態を把握し、
ストレスをため込まないように
これからも
アルソアで
すこやかな
肌をキープ
してね

しましょう。
さらに、
エッセンス マスクやセルジェル
ほら、
きれいに
なったワン！

などのスペシャルケアで、
リラックスして美容を
楽しむ時間は、
肌も心も整って一石二鳥です！
〈左から〉
〈左から〉

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）

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）
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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）

塚元美奈子

アルソアR&Dセンター

子どもの頃から化粧品
に興味があり、大学
卒業後に入社。スキ
ンケアやメイクアップ、
新素材の研究を担当
兼製品企画に従事。

8

アースカラーをベースにしたリ

ラックス感のある装いには、肌な
じみのよい赤系のチークやリップ
で血色感をだして。
「アイカラー
にはソフトなブルーとブラウンを
使うことでお互いの色が引き立
ち、すっきり印象的な目もとに仕
上がります」
（石原）

C B A
H
ForG

A N3 03

B CN314

E

C N W 32

D

Clean Romantic

ブルー×ブラウンで
おしゃれな目もとに

Slow Down Ethnic

NW c o l l e c t i o n

木村佳乃

Kimura Yoshino
女優。1976年東京都生ま
れ。NHK『 所さん！大 変で
すよ』にレギュラー出演の
ほか、ドラマや映画、CM、
バラエティなど幅広く活躍
中。NHK大河ドラマ『青天
を衝け』に平岡やす役で出
演中。3月26日より全国公
開の映画『騙し絵の牙』に
江波百合子役で出演。

D

N614

E

F

G

NW

810

H

るだけでリゾート気分が味わえ

※リフィルもお選びいただけます。

左記の、
うるツヤ透明肌セットを
ご購入いただくと、
接触冷感素材の
UVグローブをプレゼント!

ますねと︑白いワンピースに袖

１
１ｇ
〈パフ入り〉
４，
９５０円（本体価格 4,500円）

Present

2

着

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

（UVグローブ付き）

2

を通してごきげんの木村佳乃さん︒

リベスト
リベスト
シルキーパウダーファンデーション or プレストパウダーS

うるツヤ透明肌セット

﹁春は︑服やメイクアップで華やか

※お好きなローションをお選びいただけます。

紫外線に負けない潤い素肌をキープ!

1 眉はアイブロウで自然な形に描く。色
は髪の色にあわせる。 2 ペンシルアイラ
イナーを目の際に細めにいれる。 3 ま
ぶた全体にAをいれる。 4 Bを目の際
からアイホールに向かっていれる。 5 C
をアイライナーの上に重ね、さらにリキッド
アイライナーをいれる。 6 下まぶたの目
尻1/4にペンシルアイライナーをいれる。
7 アイラッシュカーラーでまつ毛全体を自
然にカールし、マスカラを均一にナチュラ
ルにつける。 8 Dを頬に自然にいれる。
9 D に重なるようにE を広い範囲にいれ
る。 10 FまたはG を唇の形にあわせて
ぬる。 11 H を唇中央に重ねる。

に︑元気な雰囲気にしたいですね﹂
︒

150ml 5,280円

（本体価格 4,800円）

数量限定

今回のメイクアップは︑コントラス

150ml 3,850円

（本体価格 3,500円）

How to Make-up

トのある 色を使った新鮮な目もと

（本体価格 4,200円）

清潔感を意識した
フェミニンテイスト
ロマンティックなブラウスと色を
つなぐように、唇と頬にもやさし
いピンクをオン。
「アイメイクアッ
プはビタミンカラーでまぶた全体
にツヤをだし、ブルーをアイライ
ナーのように締め色にすると、フ
レッシュな目もとを演出できます
よ」
（石原）

C B A
H
ForG

A N3 0 4

がカギ︒
﹁ 強すぎずおしゃれな印象

SPF25 PA＋＋
40ml 4,620円

＋

「レースもシャツ仕立てなど
シャープなデザインなら甘く
なりすぎず、取り入れやすい
ですね」（佳乃さん）

がつくれる 色使いはマスターした

150ml 3,850円

「着るだけでリゾートを訪れ
たような気分。気持ちがリラッ
クスして、ゆったり過ごしたく
なりますね」（佳乃さん）

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）

アルソア
アルソア
アルソア
〈化粧水〉 ローションⅡ
〈化粧水〉 セルローション
〈化粧水〉
ローションⅠ
or
or
（本体価格 3,500円）

クリーン・
ロマンティック

いですね︒肌の透明感が発色を左右

903

スローダウン・
エスニック

すると思うので︑この春もスキンケ

リベスト
リベスト
リベスト
リベスト
リベスト

トータルUVケア キャンペーン2021

リベスト
SPプレペアローション

CN c o l l e c t i o n

E

D

FASHION CHECK!

アに力をいれていこうと思います！﹂

N W8 0 8

メイクアップ

3

FASHION CHECK!

623

春の 魅せ

B N W3

C C N3

13

24

DN611
C

G

E 6 21

CN802

F

N805

H 902
石原敏行 Ishihara Toshiyuki
アルソアメイクアップアー
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。現 在、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。

※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。
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10

そら

本社にある記念館「蒼 空」
にて。

小

「アルソアが時代にあわせて変化

しているのを学んで、
私も進化して

〈 歴史 〉

AMBASSADOR

フィールドワーク

浅田真央 の FIELD WORK

いきたいと思いました。
『アルソア

アルソアの歴史や理念を
体感する記念館

アンバ サ
ダ
淵沢
ー
KO B U C H I S AWA

クイーンシルバー』
の今の金型が、
私と同じ1990年生まれなのを知
ってうれしいです」

アルソアの本社がある山梨県・小淵沢に足繁く通う

浅田真央さんが、
アンバサダーとしてその魅力を発信。
今回は農業の様子やお気に入りスポットを紹介します。

〈 自然 〉

満ち溢れた自然の
壮大なエネルギー
自然のエネルギーに満ちた小淵沢にある本社。
周囲には
荘厳な山々が広がり、八ヶ岳水系をはじめとする良質な
水にも恵まれています。
「リラックスできて、忙しい日常を
忘れられるお気に入りの場所です」
Hokuto

Kobuchisawa

Vo l . 1

﹁小淵沢に来て豊かな自然にふれ

ると体が歓び︑浄化される感じが

します ﹂
︒小淵沢のような自然豊

かな場所で︑自給自足の生活をす

るのが夢だと話す浅田真央さん︒
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小淵沢には定期的に足を運び︑農

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
応募券はがき2枚進呈

作業などを行っています︒

3ステップ＋エッセンス

﹁農業は腕も足もたくさん動かし︑

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
応募券はがき1枚進呈

全身トレーニングみたいなもので

3ステップ

す︒
〝農トレ〟だと思って楽しんで

［応募期間］2021年3月1日
（月）〜6月30日
（水）

います！ 美しい景色に心が癒さ

アルソア サステナビューティ キャンペーン

れるし︑体がデトックスされる気

もするし︑私にとって農業はプラ

スのことばかりです︒作業が終わっ

たときの達成感と︑単純作業に心

が無になれるところも好きです﹂

小淵沢に来ると︑農作業をして

美味しい野菜をいただくだけで大

満足で心がいっぱいになるそう︒

農作業以外に︑小淵沢で観光を楽

しんだりもするのでしょうか？

り︑道の駅でお土産を買ったりす

ることもあります︒帰りに温泉に

寄っていくことも多いですね︒陶

芸ができるところがあると聞いた

ので︑今度機会があったらチャレ

ンジしたいです﹂

﹁美味しいお蕎麦を食べに行った

「小淵沢の自然とともに」

Yamanashi

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。

応 募 方 法

スケート人生とは違う
新たな夢に向かっている気がします

ハガキ 左記の対象製品を購入するともらえる応募券はがき1枚を
1口として切手を貼り、郵送してください。
WEB 応募券はがきに記載のQRコード、またはキャンペーン特設
ページの応募フォームよりご応募ください。

※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。

■特別賞 「浅田真央さんと小淵沢で過ごすオータムフェス」
500組1,000名さま
2021年10月29日（金）or 30日（土）

秋の紅葉が美しい小淵沢で
アルソアの学ぶ・遊ぶ・美味しいを体験！

※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。

from 真央

まずは
石拾いから

詳しくは
Webサイトを
チェック！

■グッズ賞「小淵沢からの贈り物セット」500名さま
▶︎キャンペーン特設ページ
https://qr.paps.jp/Tm223︎
▶アルソア公式ホームページ www.arsoa.co.jp

トラクターも
出動して本格的に

心・体・肌のバランスがとれて、
自分らしく美しく健康に輝いて生きる
「ビューテ
ィフル・ウェルネス」
。
アルソアのこのライフスタイルへの考え方を、
真央さんをア
ンバサダーに迎え、
発信！ 真央さんとともに体験、
体感しながら、
一緒に学べ
るコンテンツを展開します。
自給自足生活の実現をしたいという真央さんの夢
も、
一緒に叶えていきます。
小淵沢での滞在と農業実践を通して野菜づくりを
勉強中の真央さん。
今秋の収穫を目指し、
土づくりにもチャレンジしました。
「ス
ケート人生とは違う、
新たな夢に向かっている気がして、
このような機会をいた
だいたことに感謝していますし、
ワクワクしています！」
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We Love

ARSOA!
ビューティトーク

まもなく創立50周年を迎えるのを記念して、読者の皆さまとふれ合う新企画がスタート!

= ハガキで応募

ントが当たります。また、
『アルソア アイ』誌面への掲載の可能性も。ぜひ、
ご参加ください。

= SNSで応募

4つのテーマについてハガキやSNSでご応募いただいた方の中から、抽選で素敵なプレゼ

真 央 肌 の 秘 密
アルソア エッセンス マスク

これ以上のマスクにはもう出会えないと思います。滴るほどたっ
ぷり入った美容液が本当に贅沢！ 週１で愛用する私の「潤い
救世主」
、
この先も手放せません。
（千葉県・まみこ・35歳）

AR

S OA M USE

vol.1

佳乃さん、真央さんに
聞きたい!

畑仕事もへっちゃら！
潤い肌キープの秘密

皆さまからの質問に
アルソアのミューズが答える、
ファン待望のQ&Aコーナー。
春号は浅田真央さんの登場です。

農作業をすると、直射日光を浴びがち。真
央さんは、畑仕事の日は帽子や日焼け止
めで紫外線からガードするのに加えて、
化粧水と美容液をたっぷり肌につけるケ

MAO'S ANSWER

アを心がけているそう。
「日焼けによる乾

いちばん好きな
アルソアのアイテムは？
＃welovearsoa

アルソア ローションⅡ

#ミライ

Beyond the 50th

ミライへ持っていく愛用品
これからもずっと使い続けたい “MY名品”をひとつ挙げるなら？
愛用の理由とともに、皆さんのお気に入りアイテムを教えてください!

水みたいにさらっとしているの
に、重ねづけすると、驚くほど
しっとり！ 刺激が強い化粧品
は苦手ですが、これは本当に
肌にやさしいのでリピートして
います。
（東京都・YK・42歳）

燥対策として、
『アルソア ローションⅡ』

を３回重ねづけするようにしています。肌が

16歳から使い続けている
アルソア クイーンシルバー！

しっとりと潤います」。加えて、
「アルソア

クイーンシルバー」も保湿しやすくする土

他の石けんは洗った後、肌がカピ
カピと突っ張る感じが好きじゃな
かったんです。
でも、この石けんは
いっさい負担がかからない! しっと
り、もっちりの洗い上がりが大好き
で、
体もこれで洗っちゃいます。

台ケアとして欠かせないそうです。
「洗い上

がりもつっぱる感じがしなくて、肌がもっち
りするのが好きです。ぬるま湯をたっぷり
使って、空気を入れるようにやさしく泡立
てると、キメ細かい泡ができて肌をこすら

#アルソアのある暮らし

絵になるスキンケアを拝見

アルソアのある暮らし
arsoa̲ofﬁcial

アルソア製品は、インテリアに映える
シンプルなデザインも好評。こちらは
『アルソア アイ』のスタッフ自宅です。
あなたも、お気に入りの写真をインスタ
グラムにアップしてみませんか？
arsoa̲ofﬁcial

体で気になることは？
うーん、
特にないです（笑）
すごく元気です。以前から食事に
は気を使っていたけど、最近はア
ルソアさんの無農薬での農業に
影響を受けて、
さらに健康的な食
生活になりましたね。それに農作
業をすると筋トレにもなって、調
子がよいです！

心がモヤモヤ
するときは？

集中できる、自分の
好きなことをやります

ピンクが女性らしいセルエッセンスは、
らせん状の
中身が見えるところもお気に入り。
お花もピンクで
そろえて、
癒しの空間に♪
（スタイリスト・MAMI）

マイ アルソア エピソード

アルソア製品の感動体験やビューティーカウン
セラーとのエピソードなど、アルソアにまつわる
感動エピソードもお待ちしています!

刺しゅうをしたり、絵を描いたり。
それに好きな花を買ってきて、自
己流ですけど、花を生けるのも好
きです。おうちの中に花があると、
すごく癒されますよね。最近は、
お
うち時間が長いので、料理にもは
まっています。

※掲載製品の詳細は巻末のカタログページをご参照ください。

ビューティトークでは、
ハガキまたはSNS（インスタグラム）による、各テーマへのご応募をお待ちしています。 抽選でフラワーブーケのプレゼントも！

※インスタグラムは＃welovearsoaをつけてご投稿ください。投稿期間は、2021年3月5日（金）から31日（水）
まで。 詳細はアルソア公式アカウントにも掲載しています。
※ハガキでの応募方法、
プレゼント詳細はp.18をご覧ください。

15

リゾートキット
キャンペーン2021

ア

を大

切に｜

の
もちもち泡
♪
り
が
あ
き
で

期間中、
アルソア製品を
期間限定
合計3万円（税抜）以上
4月30日（金）
お買い上げの
まで
お客さまにプレゼント！

プレゼント内容

（オリジナルポーチ付き）

ARSOA CELL

■ アルソア クイーンシルバー
標準重量20g（ケース付き）

■ 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
40ml

セット内容は一例です。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。

アクティブな真央さんのマストハブアイ
テムは、汚れをきちんと落としつつ保湿
力も高い石けんやパック。
「『アルソア
クイーンシルバー』はよく泡立てると、
その香りややわらかさに心も癒されま
す！」。汚れを取り除いた後は、肌をしっ
かり潤す化粧水と美容液をオン。
ミネラ
ルバランスを追求したアルソア水（常
水）をたっぷり使用し、
さっぱりとした
感触ながら肌を乾燥から守ります。

顔は 泡が
カ
｜洗
ギ

｜

感動をシェアしたい!

黒い石けんと、白いケースの対比がおしゃれ♡
大理石のトレイの上に置くといっそうリッチな雰
囲気で、
満足感ひとしおです。
（ライター・KT）

ずに汚れを落とせます」

｜スキ
ン
ケ

＃welovearsoa

〈上左から〉

アルソア クレイパック〈パック〉100g 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 エッセンスⅡ〈美容液〉30ml 8,800円（本体価格 8,000円）

〈右〉

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）
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All Products

All Products

MAKE-UP

S KIN CAR E
SKIN CARE

New!

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
SPF25 PA++

60ml 4,400円（本体価格 4,000円）

Foundation

40ml 4,620円（本体価格 4,200円）

25g 4,400円（本体価格 4,000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

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 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

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）

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

New!

リベスト リップコート
3,300円（本体価格 3,000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）

AP

500 ダークブラウン
510 ダークグレー

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）

補う

N312
N322
N305
N315
N325
N303
NW313

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

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

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

〈枠練石けん〉

〈保湿バーム〉

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

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

〈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）

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
リベスト
替えパフ

〈プレストパウダーＳ用〉
330円（本体価格 300円）

アイラッシュカーラー

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）

眉カットハサミ

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

HEALTH CARE

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

しらきぬの湯s

〈薬用入浴剤〉医薬部外品

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

〈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）

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 リナカンC

プリシーノ ボディミスト

〈化粧水〉

200ml
2,200円（本体価格 2,000円）

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

プリシーノ バスパウダー

■有効成分：
炭酸水素ナトリウム、
硫酸ナトリウム
（無水）

〈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）

WATER

■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

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）

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）

※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。

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）

「We Love ARSOA」企画ご応募の方から6名さまに
「季節のフラワーブーケ」をプレゼント！
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

今号からスタートした「We Love ARSOA」
（p.15）では、皆さまのご参加をお待ちしております！
ハガキでの応募方法

締切

以下の①〜⑪を明記の上、右記宛先までお送りください。

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 We Love ARSOA 企画「ミューズに聞きた
い質問」または「マイ アルソア エピソード」を教えてください。

2021年5月31日（月）当日消印有効
〒408-8522 山梨県北杜市小淵沢町2961
㈱アルソア慧央グループ
「アルソア アイ Vol.126」編集室

インスタグラムでの応募方法
アルソア公式アカウントでご確認ください。

※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。
※⑪の内容及びインスタグラムで投稿いただいた内容（写真を含む）は、個人情報が特定されない形で、抜粋・編集の上、アルソア アイ誌面に掲載される
場合がございます。※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。※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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みずみずしく艶めく春、到来！
ARSOA CLAY PACK
透明感のある美しさを叶えるために欠かせないのが、
古い角質や汚れをやさしく取り除き、
後に使う化粧水の
なじみをよくするクレイパック。
さぁ、
いきいきとした春肌を目覚めさせましょう。

2021年3月1日号（季刊）100円（税抜） 発行人／滝口玲子 株式会社アルソア慧央グループ 〒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。

アルソア クレイパック

〈パック〉
100g 3,850円

（本体価格 3,500円）

