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Be happy with ARSOA

笑顔が生まれる
サマーケア

［第2回］

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。

気 温 が 上 が り︑ 降 っ て く る 光︑ 反
間を︑生きてきた肌︒ローションをたっ

洗いたての肌︒自分と同じだけの時
こ こ に あ る︑ 肌 や 手 や 水 が︑ い ま か

ると感じさせてくれるような一瞬が︒

ら で︑ 夏 の 光 を 受 け と め る︒ 伝 わ っ

い と 思 う︒窓 を あ け て 閉 じ た 瞼 の う

脱 ぎ 捨 て て︑素 肌 そ の も の に な り た

は︑こ ん な に と く べ つ な 季 節 な の だ

づ け る 汗 さ え 瑞 々 し い︒ど う し て 夏

青 空 は ど こ ま で も 広 が っ て︑か き つ

り着くのだ︒

そこで静かに息をしている水脈に辿

イメージにつながって︑ゆっくりと︑

何万年かをかけて形成された地層の

を 届 け る︒ そ の と き わ た し の 肌 は︑

ほ ん の り と 帯 び た 熱 が︑肌 の 奥 へ 水

て︑もう一度おなじことを繰り返す︒

て い く の が わ か る︒手 の ひ ら を 離 し

ように光り輝く緑のように︑肌が潤っ

わ ら か な 土 の よ う に︑水 を 得 て 鳴 る

待ちに待った恵の雨を吸い込むや

すべてのものや出来事が︑いまここに

と︑過ごしていること︒忘れたくない

ここで︑かけがえのない大切な人たち

いること︒
ここで風を感じていること︒

り方をしているのだ︒ここで光を見て

一度きりのすべてと︑一度きりの︑あ

と深く息をしていて︑いま起きている

わたしも︑わたしの肌も︑しっかり

一瞬が︒

間 に︑そ っ と 結 び つ い て い る よ う な

ることもできないくらいの遠くの時

素晴らしさがすべてに満ちてゆくの

め︑ 呼 吸 の 数 だ け︑ 軽 く な る︒ 夏 の
こんな瞬間が存在する︒自分が何か︑

の な い 日 々 の ル ー テ ィ ン の 中 に も︑

あ り ふ れ て み え る 日 常 に も︑他 愛

て 夏 は︑こ ん な に と く べ つ な 季 節 な

そ う 思 う と︑ 涙 が に じ む︒ ど う し

存在していること︒

を 感 じ な が ら︑自 分 は い ま 生 命 な の

ローションⅠやⅡの主原料である「アルソア水」は、八ヶ岳水系の良
質な湧水から肌に刺激となる成分を極力除去し、自然由来の鉱物を
用いて肌のNMF（天然保湿因子）を目指したミネラルバランスに整
えます。すこやかな肌へ導く、自然のチカラを活かした製品づくりです。

んだろう︒

だと︑そんなふうに思う︒

自然をお手本に生まれた、やさしい水「アルソア水*」

ど こ か︑遥 か な も の と つ な が っ て い

これまで纏っていたものをすべて

ろう︒

太陽と土の匂い︑鮮やかな花の色︒

てくる熱が一秒ごとにわたしをゆる

うな気持ちになる︒

射 す る 光 が 白 さ を 増 す 頃 に な る と︑

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。

らではもう思いだすことも呼びかけ

川上未映子

ぷりとのせた両手で︑頬を包む︒

どうして、
夏は

胸がひとりでに大きく開いていくよ

Kawakami Mieko
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＊ 常水

教えて！ミライ
・ラボ

〈

暑い夏も美肌を
キープするわよ！

ミライ
ロボット
Aiさん

アシスタント

第2回

〉

「夏乾燥」

！
教えて

を対策せよ！

わんロボ

アシスタント
にゃんロボ

5年後、
10年後も見惚れる肌づくり

油断大敵！ 意外にも夏の肌は乾燥しがち。
肌トラブルの原因ともなる“夏乾燥”の
対策法を３つのキーワードでご紹介。

アルソアR&DセンターのAiさんと仲間たちが、ミライからタイムトリップ！
5年後、
10年後もすこやかで美しい肌でいるためのコツをお届けする連載。
第２回は「夏乾燥」をテーマに、肌にとって過酷な夏を乗り切る情報を紹介します。

Profile ミライからやってきたのは、スキンケアが大好きな
未来ロボットAiさん。わんロボとにゃんロボが助手。

原因

冷たいものの
過剰摂取

Cause
［その2］

■食べ物の陰陽表
陰性

中庸

陽性

［ 食べ物の色 ］

体を温める

藍

青

緑

黄

夏はアイスクリームや氷を入れた麦茶など、冷たい

豆・ごま そら豆

大豆

橙

ぎには要注意。冷房の冷気も加わると体の中は冷え

バナナ レモン
りんご
すいか

切ってしまい、腸内環境が乱れる一因にもなります。
対策

ナッツ

夏こそ内臓温活

コーヒー
紅茶
緑茶

飲み物

腸内環境を整えて冷えない体に！

干しぶどう

茶

黒

果物

内外冷え

魚介類

摂りましょう。発酵食品の「ジオリナ 酵素」と温か
い「ジオリナ リナカン茶W」で内臓温活し、しっ

穀物コーヒー

黒いり玄米茶

外気温と室温の
温度差

冷えない体づくりにつながります。

冷房による屋外との温度差に体が適応できなく

のチカラも弱まり、肌のターンオーバーが乱れ、

Column

は体を冷やす原因。良質な睡眠
が取れないと自律神経が乱れて

（本体価格 10,000円）

ジオリナ

リナカン茶W

48g（1.6g×30袋）4,104円

（本体価格 3,800円）

5

対策

響するのです。おすすめの対策
法は、寝る1〜2時間前の入浴や、

急激な温度変化は体調に悪影響があるとい

軽い運動をすること。一度体温
酵素

います。

温度に加えて湿度にも注意！
エアコンを賢く使いましょう

血流が悪くなり、体の冷えに影

500ml 10,800円

くすみや乾燥などの肌トラブルが発生してしま

温度差は5℃以内に

夏にありがちな睡眠不足も、実

ジオリナ

［その1］

調を崩しやすくなります。こうしたことから肌

連日の暑さでなかなか眠れない…。

〈右から〉

Cause

なると、血流が悪くなり、自律神経が乱れて体

睡眠不足は体を冷やす！
夏も入浴がおすすめ

かり睡眠を取って生活のリズムを整えることが、

様々なトラブル

原因

冷やしすぎちゃ
だめニャ

かに
のほ です
温度 重要
も
湿度

いつのまにか
冷えて
いたんだニャ

味噌など腸内環境を整える発酵食品や健康食品を

自律神経が乱れる

ひらめ さば
鮭
いわし

るなど、香辛料で内臓が冷えない工夫を。夏こそ、
体を深部から温めるお茶もおすすめ。また、漬物や

冷たい飲み物（腸内環境の悪化）

乱れや肌あれの防止にもなります。

食べ物は体を冷やす「陰」と、体を温める「陽」にわけられます。なるべく「中庸」のものを
中心に摂り、体が冷えたと思ったら「陽」寄りのものを摂りましょう。陽性の食べ物は橙・
赤・茶・黒色をしているので、ひとつの目安に。

冷たいそうめんは保温効果のある生姜と一緒に摂

冷房（血流低下）

体の「冷え」を避ければ、腸内環境も整い、自律神経の

野菜

松の実 アーモンド
くこの実
麦茶

夏乾燥対策

すこやかな毎日には、腸内環境を整えることが大切！

黒ごま

生しいたけ
きゅうり
大根 ごぼう
トマト
キャベツ にんじん 自然薯
にんにく
玉ねぎ

夏が旬の野菜には体を冷やす働きがあるので食べす

赤

玄米 穀類

白米

飲食物を摂りがち。加えて、きゅうりやトマトなど、

1

出典：アルソア『ウエルネス講座』テキスト本参照

体を冷やす
紫

ミライ
・ラボ

を上げることにより、ベッドの中
で体温が下がりやすくなり、ス
ムーズに眠りにつけます。

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
評価ユニットで評価・
研究を行う。

われています。暑い夏に冷房は不可欠ですが、
外気温と室温の温度差は、たとえば5℃を目
安にするなど、控えめに。また、湿度を40％〜
60％に調整すると不快感が軽減され、夏バテ
防止につながります。
4

2

教えて！ミライ
・ラボ

夏乾燥対策

紫外線

紫外線（目・肌・髪）
活性酸素が増える
ターンオーバーが乱れる

紫外線の量がピークとなる夏。日焼けは肌のコラーゲンを壊

Cause

原因

［その2］

目から入る紫外線が
メラニンを増量

肌の紫外線対策は万全という人も、目の日焼け
防止をお忘れなく！ 紫外線が目に入ると、脳は

が当たったときと同じような錯覚を起こし、メラ

指令

ニンが増加し、日焼け（サンタン）が起こるのです。

［その1］

原因

紫外線で水分保持力も低下
紫外線をたくさん浴びると、肌の保護作用で角層がは
がれにくくなり、ターンオーバーが乱れ、ゴワつく原因

脳が
「メラニンをつくれ」
と
指令をだす

に。また、肌内部の水分が蒸散しやすくなるため、より

健康な肌
外部刺激

肌と違って目には日焼け止めをぬれません。サン

〈左から〉

ジオリナ

グラスなどで、防御しましょう。加えて、ビタミン
Cやルテインなどの、紫外線により発生した活性

2

ライフォリジン クリア

3

肌表面にたまった古い角質は
クレイパックできちんと取り除いて

ローションをやさしくていねいに3回重
ねづけして、しっかりと保湿

紫外線などの外部刺激から肌を守る

one more!
原因

キューティクルが傷む髪の日焼け

「リベスト SPプレペアローション」

化粧下地にはSPプレペアローションを。肌
全体にまんべんなくぬりましょう！

Cause

でのガードに加えてスキンケアをしっ
かりと。夏はさっぱりしたケアですませ

［その3］

がちですが、紫外線の影響で着々と肌
内部の乾燥が進んでいる可能性も！「洗

目に加えて、紫外線の影響を受けやすいのが髪の毛！ 紫外線に当たる
と髪の外側を覆うキューティクルがはがれ、水分量が減少します。それ

UV対策

がもとで、乾燥してパサついた髪に。枝毛や切れ毛の原因にもなります。
対策

正しいヘアケア

+

紫外線で傷んだ髪

塚元美奈子

紫外線が強い夏は、日傘や帽子を活用して陽射

アルソアR&Dセンター

しから髪を守ることが大切です。シャンプーや

〈左から〉

トリートメントで整えた後は、トリートメントオ

7

イルでのケアもしっかりと。また、濡れた髪はダ
メージを受けやすいのですぐに乾かしましょう。

し、ローションでたっぷりと水分補給を。
とも忘れずに。

お気に入りのシャンプーや
トリートメントオイルで髪をいたわる

30ml 3,080円（本体価格 2,800円）

う」
「除く」
「潤す」の基本のケアを徹底
クレイパックで古い角質を取り除くこ

■紫外線とキューティクル
健康な髪

毎日のこまめな
スキンケアが大事です

27.6g（460mg×60粒）
4,104円（本体価格 3,800円）

物色素を含んだ野菜を食べる方法も。

基本のケアをしっかりと

「アルソア クレイパック」で、古い角質
をやさしくオフ

［栄養機能食品：ビタミンC］

酸素のダメージから目や皮ふを守るとされる植

対策

1

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

水分

乾燥した肌は、紫外線などの刺激を受けやすく、さらに乾燥す
る原因となります。
しっかり保湿ケアすることが大切です。

紫外線に
負けないケアを

「アルソア クイーンシルバー」で余分な
皮脂や汚れをオフ

リナカンC

乾燥

水分

「植物色素」
で対抗
夏の乾燥対策ケア

乾燥した肌
外部刺激

角層

クアップののりも悪い肌となってしまうのです。

“食べる紫外線対策”も取り入れて
目をしっかり守りましょう

潤い

天然
クリーム

乾燥が進みます。結果、透明感やツヤがなくなり、メイ

対策

アルソア トリートメントオイル

肌の老化（シミ・シワなど）

質をはがれにくくさせるため、肌乾燥やゴワつきの原因に。

Cause

目に紫外線が当たると
酸化がすすみ細胞にダメージ

体を陽射しから守るため、メラニンの産生を促す
ように指令をだします。すると、肌に直接紫外線

す活性酸素を増やします。さらに、ターンオーバーを乱し、角

目からも
日焼けするのよ

健康な髪の毛はキューティク 強い紫外線で、キューティクル
ルが密で均一に整っています。 がはがれツヤがなくなります。

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）
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）
リベスト SPプレペアローション SPF25 PA++ 40ml 4,620円（本体価格 4,200円）

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。また、製
品企画制作にも従事。

6

教えて！ミライ
・ラボ

対策 ❷

体に負担にならない水を摂る
浄活水器＊で美味しくて安全な水を手に入れる
毎日の生活の中で飲むなら、質がよく安全な水にこだわりたい

3

夏乾燥対策

体内の水不足

人間が生きていく上で不可欠な水とミネラル。暑さで
大量の汗をかくと不足し、体や肌の様々な不調を引き

もの。人体に悪い影響を及ぼす細菌や微生物、化学物質などが

起こします。
「体内の水不足」は、夏こそ要注意！

含まれていないか、ミネラル成分は少なすぎず、多すぎずバラ

汗をかく
体内の水と
ミネラルのバランスが乱れる
体や肌の不調が起こる

ンスよく含まれているかなどを意識し、体に負担にならない水
を選びましょう。浄活水器を活用すれば、手軽に美味しくて安

体温調節

全な水を手に入れることができます。
どうしたの？
肌がゴワついて
くすんでるわよ

＊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。

地層を通る湧き水
（イメージ）

■コチャママの浄活水システム
「コチャママ」の内部には、ろ過材
と活水材が、自然の地層のような
多層構造で重なって、ミネラルを
ほどよく含んだ水を供給します。
〈右から〉

コチャママ

クックスター

コチャママ

クックアクアメイト

一見、
汗で潤っている
ように見えるけど
水分が足りていない、
インナードライ状態ね

栄養素を運ぶ

ゴワついた
夏の肌は
潤いが
届きにくいの

老廃物を排出

栄養素

汗をたくさんかくと、体内の水分とともに

栄養素

〈飲料用浄活水器〉
57,200円（本体価格 52,000円）

多量の発汗による
水とミネラルの
バランスの乱れ
ミネラル分も失われます。水とミネラルは
全身を循環し、生命に関わる様々な役割
を果たしています。細胞の新陳代謝にも

植物
ミネラル

関係し、体全体の健康はもちろん、肌を

海洋
ミネラル

美しく保つためにも大切。その水とミネ
ラルのバランスが乱れると脱水や熱中症
水が
多すぎる〜

環境維持

になることもあるので、夏はこまめな水
分とミネラルの補給を心がけましょう。

■水分量の変化
大量に汗をかいたと
き、水だけを飲むと、
ミネラルバランスが
崩れ、それを調整す
るために脱水症状な
ど体調不良になるこ
とも。

ミネラルも
一緒に摂らないと
ダメなのニャ

汗をかく

体内の水と
水だけたくさん飲む ミネラルが足りず
ミネラルが減る （バランスが崩れる）
水を排出

水とミネラルを
バランスよく
補給しましょう

パックでしっかりと
古い角質を
除いてから
潤いをたっぷり
届けましょう！

鉱物
ミネラル

Cause
原因

〈飲料用浄活水器〉
83,600円（本体価格 76,000円）

ベタベタするのが気になって、
さっぱりしたケアはしているん
だけど、
よくならないの…

体内の水には
いろんな役割があるワン

対策 ❶

ミネラルを摂る

念入りな3ステップの
スキンケアが美肌の基本よ

健康食品で上手に補う
汗をかくと、ナトリウムやカリウム、マグネシウム、鉄などの
ミネラルが失われます。発汗によるミネラル不足を補うため
夏も美肌を
キープ
しましょう
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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］

には、食生活に注意するとともに、サプリメントで効率的に
摂り入れるのがおすすめです。ミネラル不足は、体の様々な
トラブルにつながる一因となるので、水だけでなく、ミネラ
ルも意識して摂りましょう。

佐々木辰雄

アルソアR&Dセンター

浄活水器
「コチャママ」
の開発などに携わる。
アルソアの研究所の
魅力は「 水づくりに
並々ならぬこだわり
があるところ」
。
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DATE :
TIT LE :

美のヒントがいっぱ い！

ed.
2 021. 7. 7 W

ルーティン
スペシャルナイト

、
お風呂上がりに
の
スペシャルケア
ご褒美
シートマスクが

ひんやり感に
肌が歓ぶ♡

木村佳乃 のビューティダイアリー
明るくヘルシーな雰囲気の木村佳乃さんにぴったりの季節、夏が到来。
この季節を快適に美しく過ごすためのライフスタイルの秘訣を伺いました。

DATE :

夏は毛穴が気になるので、シートマ

TIT LE :

スクを 使 う 頻 度 がグッと 上 がりま
す。夏も必ず湯船に浸かるのですが、
Selected items

エッセンス マスク」できゅっと肌を引

アルソア

き締める心地よさは最高です。

アクティブに動く日の必需
品

ついに真夏の陽射し！
ロケ撮影の日は、
帰宅後、
すぐに保湿します

お風呂で汗や汚れを落とした後、冷
蔵庫で軽く冷やしておいた「アルソア

2021. 6 . 25 Fri .

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）

ここ数年の夏の暑さは本当に厳し
いけれど、外での撮影のときは小さ

な日傘を持ち歩きつつ、
「リベスト
SPプレペアローション」でこまめに

2021. 8 . 17 Tue .

DATE :
TITLE :

内村シェフに教えてもらった夏バテ撃
退レシピ

UVケアをしています。外と室内の温

美味しくて
元気になる！

度差は体調を崩しやすいので、暑く
ても冷房が強い場所には行かないよ

自分のため、健康のため、
夏にぴったりな献立を1品追加！

う心がけています。帰宅後はすぐに
洗 顔をして汗を洗い流し、最後は

「アルソア セルエッセンス」で保湿。
これで夏の陽射しを乗り切ります。

美味しくて栄養価も高い、旬のものを
食べるようにしています。夏はさっぱ
りしたものを食べたくなるけれど、薬
味で変化をつけたり、おだしの香りな
どで食欲を刺激します。今回の1品は
冷やすだけなので簡単ですし、なめら
かな喉ごしで夏にぴったりですね。

UV対策と
保湿は必須！

Selected items
ジオリナ

酵素

500ml 10,800円

（本体価格 10,000円）

「とうもろこしの冷製茶碗蒸し風」
材料（2人分）

内村圭吾 シェフ
都内のレストランを経
て、マクロビオティック
を追究するため15年前
に入社。自社農園のオ
ーガニック野菜の旨味
を引き出す技が魅力。

11

美味しくつくるコツ

寒天と葛パウダーの2種類を使うことで、
やわらかさと弾力のバランスが取れます。枝豆や
とうもろこしはできるだけ生を用意しましょう。

とうもろこし（粒・ゆで）............ 160g
豆乳 ..................................... 260㏄
昆布しいたけだし＊.................. 130㏄
A
白醤油 ................................ 小さじ4
寒天パウダー.....................小さじ1/2
葛パウダー........................ 小さじ2強
枝豆（ゆで）.............................. 40粒程度
三つ葉 ........................................... 適量
醤油 ................................... 小さじ1
B みりん ................................ 小さじ1
水 ........................................... 適量
昆布しいたけだし＊.................. 100㏄
C 醤油 .................................. 小さじ１
葛パウダー........................... 大さじ1
＊昆布しいたけだし（だし昆布1/2枚、干し
しいたけ2枚、水250㏄）

つくり方

❶ 昆布と干ししいたけでだしを取る。
❷ ①のだしを取った後の干ししいたけをス
ライスしてBの調味料で佃煮をつくる。
❸ ゆでた枝豆をさやからだす。三つ葉は適当
な大きさにカットする。
（枝豆は飾り用に数
粒残しておく）
❹ Aの食材をミキサーにかけてから鍋に移し
火にかけ、沸騰したら弱火にし、木べらで混
ぜながら数分煮る。
（とうもろこしは飾り用
に数粒残しておく）
❺ 器に②の佃煮と枝豆をいれ、④の液を流し
いれ冷蔵庫で冷やし固める。
❻ Cを火にかけとろみがついたら冷ます。⑤
が固まったら上からかけて、枝豆ととうもろ
こし、刻んだ三つ葉を飾る。

Selected items

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。渋沢栄一を主人公に幕末
から明治の日本を描いたNHK大河ドラマ『青天を衝け』
に平岡やす役で出演中。

〈左から〉

リベスト

SPプレペアローション

SPF25 PA++
40ml 4,620円（本体価格 4,200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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Highlights

小

アンバ サ
ダ
淵沢
ー
KO B U C H I S AWA
AMBASSADOR

浅田真央 の

〈 奏樹 〉

新鮮野菜を使った
目にも美味しい料理

FIELD WORK

緑に囲まれた開放的な空間で、栄養価の高い新鮮野菜を
味わえるのが「奏樹カフェ＆ダイニング」。
「どのお料理
もこだわりがあって、彩りがものすごくきれい。目で見て
美しい、食べて美味しい、大満足のメニューばかりです！」

フィールドワーク

浅田真央さんが、
アルソアの本社がある
山梨県・小淵沢の魅力を発信する連載。
今回はアルソアの自社農園へ！ 真央さんが元気を
もらっていると話す農業と野菜についてお伝えします。

Vo l . 2

自然の滋味がたっぷり！ 旬のオーガニック野菜の美味しさとパワーを
そうじゅ

「奏樹」
カフェ＆ダイニング

ARSOAレインボーファーム

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」
。自然の美味を生かし
た一皿が、笑顔と元気を届けます。
www.soujyu.megaminomori.com

2009年の入社以来、立
ち上げから畑に携わる。
「 A R S O Aレインボー
ファーム」の責任者。

＊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

﹁このふわふわの土が大切︒野菜が

元気に育つよい土だと教わりまし

た！﹂と話しながら︑畑に入って

いく真央さん︒足を踏み入れると︑

確かに驚くほど土がふかふかです︒

野菜を育てる土壌︒ARSOA レ

インボーファームでは︑よい菌やよ

い植物が暮らしやすい環境を整え

るなど︑土づくりには並々ならぬ

力を注いでいます︒その結果︑多

様な微生物が元気よく活動するや

わらかい土が生まれ︑健康で栄養

価の高い野菜が育つのです︒

太陽の下で土を触っていると︑体

撮影時の畑には麦が生えていて︑

その理由をファームのスタッフに

撮影で畑の土と少しふれ合うだけ

が再生するような気がしますね︒

﹁またひとつ勉強になりました︒土

でも︑気持ちが解放されて体の巡

尋ねる真央さん︒
﹁麦を植えること

づくりって学ぶことが多いなと毎

りがよくなったような気がします﹂

農業は体が鍛えられるし︑心の健

回思いますね﹂とうなずきます︒

ファームの野菜を﹁奏樹カフェ

で︑収穫後の畑が乾燥せずホクホ

腕も足もたくさん動かす農業は

＆ダイニング﹂でいただくのも︑

康にもとってもよいと思います︒

全身トレーニングみたいなもので︑

真央さんにとって最高のひととき︒

クした土になる﹂と教えてもらい︑

〝農トレ〟だと思って楽しんでいる

〝農トレ〟 ﹁獲 り たてのお 野 菜 は水 分 たっぷ
とも話していた真央さん︒

りでみずみずしい︒感動するほど

13

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で開催した。

は続けているのでしょうか？

Asada Mao

美味しくて元気になります！﹂

浅田真央

﹁もちろんです！ 美味しい空気と

八ヶ岳の野菜料理を、玄米
とともに味わえるメニュー
が充実。ボックスサラダに
は旬の野菜が10種類以上
使われています。

「美味しい空気、
美味しい野菜」

山野洋輝

木を運ぶのも
“農トレ”！

Highlights

〈畑〉

生命力に溢れた野菜を
生むこだわりの農園

アルソアの自社農園、ARSOAレ
インボーファーム。無農薬の自
然調和型農法を実践しています。
真央さんは、ファーム責任者の
山野洋輝とともに、ここでトラ
クターも乗りこなし定期的に農
作業をしています。

自然を無駄にしない取り組みが
素晴らしいと思います
from 真央

“真央ノート”で
復習することも
忘れません

自給自足生活をしたいという夢を持つ真央さん。ファーム
で農業を学んでいます。最近では、原木を利用したきのこ
栽培にチャレンジ。
「ドリルで木に穴を開けて、きのこの菌
などを溶かしたものを植えつけて、蝋をぬってフタをする
という作業でした。切った木で鍋敷きもつくりました。資
源を無駄にしない取り組みが素晴らしいと思います」。習っ
たことはノートにまとめて復習するという熱心さ。真央さ
んの夢が叶うのは、そう遠くない未来になりそうです。
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We Love

ARSOA!

アルソアと皆さまをつなぐ今企画では、愛用者の方々の気になる“生の声”をお届けします！

= ハガキで応募

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でご応募いただくと、抽選で素敵なプレゼントが当た

ビューティトーク

真 央 肌 の 秘 密
今春、県外へ転居する娘
が「アルソアを持っていき
たい」
と。離れてもアルソア
でつながると思い、喜ん
でアルソアⅡをセット購入。
その際、娘に思いがけな
いプレゼントもいただき、
本当に感謝です。
（岩手県・TKさん・50代）

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
ふれ合いなど、アルソアにまつわるエピソードを
大募集。今回の皆さんのお話は…？

もともと母が愛用していた
アルソア。肌にスッと溶け
込むようなローションが魅
力です。高校一年生の娘
もクイーンシルバーを使っ
て、すべすべの肌をキープ
していますよ！
（長崎県・FSさん・40代）

アルソア3ステップ
〈左から〉

アルソア クイーンシルバー
アルソア クレイパック
アルソア ローションⅡ

アルソアの施術を受けた
あとに雑談していると、疲
れた身も心も軽〜くなる
のを感じて嬉しくなりま
す。サロンまで車で片道1
時間。ずっと通えるよう、
生活に気をつけます。
（島根県・IKさん・60代）

＃welovearsoa

#アルソアのある暮らし

きれいな毎日に欠かせないアイテム

アルソアのある暮らし

日々の生活に、アルソア製品が欠かせな
いという、うれしい声をいただいています。
どんなアイテムがどう役立っているのか、
インスタグラムからご紹介。ぜひあなたも
お気に入りの写真をアップしてください。

chiekoainai

AR

S OA M USE

最近飲んでるビエッセ♡
アルソア大好き♡ クレイ
パックもアピブラシも
miku03020302

アフターケアの徹底で
夏もすこやかな肌

皆さまからの質問に
アルソアのミューズが答える、
興味津々のQ＆Aコーナー。
夏号は木村佳乃さんの登場です。

「夏はクーラーなどで冷えがちなので、
運動したり岩盤浴に行ったりして体を
温めています。汗をかいて、毛穴に詰ま
った汚れをだすようにしていますね」と

YOSHINO'S ANSWER

話す真央さん。湿度が高くなるので、ス

いちばん好きな
アルソアのアイテムは？

キンケアでも汚れを落とすことを重視

していると続けます。
「泡をたっぷり立

もう長いお付き合いだけど
やっぱり石けん！

てた『アルソア クイーンシルバー』で、
しっかり汚れを取り除きます。その後、

アルソア クイーンシルバーで洗顔
するのが大好きです。
すごくさっぱ
りするし、つっぱらなくて、本当に
肌の調子がいいんですよ。香りも
すごく好み。旅行にも必ず持って
いきます。

『アルソア ローションⅡ』を３回重ねづ
けして保湿。汚れが気になるときは、洗

顔後に『アルソア クレイパック』でもケ
アしますね」
。

夏も、太陽の下で農作業をするのが大

スタイルを
キープする秘訣は？

好きだという真央さん。その紫外線対策
としても、ていねいなスキンケアを心が

パーソナルトレーナーと
一緒に運動しています

筋肉を鍛えることで、仕事で疲れ
ない体をつくるのが目的です。
そ
れに、体の悪い癖を直して体幹
を鍛え、美しく動けるようになりた
くて。週2回はジムに行きたいで
すね。

̲sakuyun

vol.2

木村佳乃さんに
聞きたい!

けているそうです。
「農作業などで太陽
の光を浴びると、体の細胞が生き返って

｜も
ち

感動をシェアしたい！

で洗顔！｜
ち泡
も

無人島に何かひとつだけ
持っていくなら？
水！ 普段から
水分をよく摂るんです

ローションの3度づけはも
ちろん、真央ちゃんの動画
を観てからはエッセンスも
3プッシュ＋αに。

＃welovearsoa

月一回のスキンケアフォローも丁寧
に指導してくれて毎回キレイを磨く
時間になって凄く嬉しい
まだ数年しか使ってないけれどお婆
ちゃんになるまで使いたいな！

🐹🌷

#ミライ

Beyond the 50th

ミライへ持っていく愛用品

まもなく創 立 5 0 周 年の節目を迎えるアルソア。
その先のミライでもあなたが使い続けたいアイテム
を、愛用の理由とともに教えてください !

私 は 普 段 から水 分をよく摂る
ので、喉が 渇きやすいんです。
だから水 がないと困ると思う。
できれば 美 味しい水 がいいで
すね。マネージャーは携帯電話
っていっていました（ 笑 ）。
※このコーナーでは木村佳乃さん、浅田真央
さんへの質問を募集しています。

※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6月1日（火）から30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。
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〈左から〉

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）
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）

アルソア

アルソア サステナビューティ キャンペーン
■応募期間／ 〜6月30日
（水）

3ステップ
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

3ステップ＋エッセンス
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

内側からきれいになる気がします！紫外
線に当たってもきれいな肌でいたいから、
帽子や日焼け止めに加えて、アフターケ
アも手を抜かないようにしています」

応 募 方 法
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。

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
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All Products

All Products

MAKE-UP

S KIN CAR E
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
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

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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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／3.3kg）
（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

春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？ ⑪We 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8月31日
（火）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.127」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（＠arsoa̲ofﬁcial）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の内容およびインスタグラムでご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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夏の美しさを守る、咲かせる。
127

Vo l .

SP PREPARE LOTION
夏に欠かせないのが、なめらかにフィットして、紫外線から肌を守るメイクアップベース。

2021 SUMMER

気になる部分をカバーしながら、ナチュラルで透明感のある肌へ導きます。
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やさしく、しっかりと。
紫外線から肌を守る味方！

リベスト
SPプレペアローション
SPF25 PA++
40ml 4,620円

（本体価格 4,200円）

