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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。

と感じる︒
ふかふかしていて︑
するりとのびて︑
包んでくれる︒
ひたい︑鼻のさき︑口のまわり︑そ
して頬︒

らにとくべつなものだ︒思えば﹁ぬる﹂

イを優しくぬり広げていく感触は︑さ

いともいえる肌に︑指先にとったクレ

その︑今の││つまりいちばん新し

も﹁今の自分﹂とまっすぐに目が合う

ていて︑少し頼りないのだけれど︑で

ふだんは見えない瞳や唇のありあり

ず く す り と 笑 っ て し ま う︒ そ れ は︑

い よ う な 感 覚 を も 連 れ て き て︑思 わ

か さ は︑ど こ か 懐 か し い よ う な 楽 し

や っ て く る︒そ れ と 同 時 に そ の 穏 や

そっと守られているような安心が

し て ゆ く ク レ イ に︑柔 ら か な 部 分 を

肌理の隙間に寄りそうように密着

な 潤 い と︑静 か な 力 が 満 ち て い る の

こか深いところからやってくるよう

の あ と の あ の 自 由 さ に く わ え て︑ど

た た び 鏡 の な か の 顔 を 見 る と︑洗 顔

と 肌 を 離 れ る︒そ し て 顔 を あ げ て ふ

丁 寧 に 洗 い 流 す︒ク レ イ は す る す る

じっくり愉しんだあと︑ぬるま湯で︑

そんなとくべつな数分間ののちを

いこの肌のうえに︑豊かなクレイの恵
変 わ る た め に︑古 い 角 質 や 皮 脂 を 優

ク レ イ は︑肌 が ま た 新 し く 生 ま れ

を 経 て こ こ に あ る ク レ イ の よ う に︑

と お な じ よ う に︑そ し て 遥 か な と き

瞬間が︑わたしは好きだ︒

という行為は︑わたしたちにとって幼
を感じる︒

みをじかにふれさせるひとときは︑な

肌は︑生きているのだと思う︒

上のエメラルドグリーンの石は、北海道の数千から数百万年前の地層から産出される
天然泥、モシリクレイの原石。天然ミネラルを含み、粒子が細かく丸い形をしているの
が特長です。この天然泥を配合したクレイパックを、環境に配慮した自社工場で製造
しています。
最終確認まで人の手でていねいに行って生まれる
「アルソア クレイパック」
。
なめらかに肌にのび、毛穴の汚れや古い角質を吸着して、やさしく取り除きます。

し く 吸 い あ げ て︑本 当 に 必 要 な も の

汚れや古い角質をやさしく取り除くクレイパック

ににも代えがたい贅沢そのものである

歓んだり涙を流したりする心と体

と し た 表 情 に 気 が つ く︑そ ん な 瞬 間

教えてくれる︒

な 自 然 の 一 部 で あ る と い う こ と を︑

自分というものが連綿とつづく大き

は透明感を導き︑天然成分の輝きは︑

だ け を 残 し て く れ る︒ミ ネ ラ ル の 青

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。

い頃から創造性や変化の歓びとわかち

め

Kawakami Mieko

でもあるのだと思う︒

イクをしているときよりあっさりとし

なったような感じがする︒もちろんメ

分 を 見 る と︑い つ も 少 し だ け 自 由 に

鏡のなかに映る︑洗顔をしたあとの自

それが朝であっても夜であっても︑

肌は生きている

がたくあるものだけれど︑ほかでもな

き

川上未映子
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浅田真央 の FIELD WORK
in

佐久

浅田真央さんが、
アンバサダーとして“キレイをつくる”場所を訪れて様々なことにチャレンジする連載。
最終回は、
アルソア佐久ファクトリィで、環境や人にやさしいものづくりについて学びました。

を運んだのは︑長野県にあるアルソア

たりの場所ですね！﹂真央さんが足

入っていた容器は︑火力発電所のエ

リーの高さに注目し︑化粧水などが

さらに︑プラスチックの燃焼カロ

の堆肥として活用したりする取り組

佐 久 フ ァ ク ト リ ィ︒ 豊 か な 自 然 に

ネルギーとして利用︒
﹁ プラスチッ

﹁空 気 も 景 色 も ︑ と て も き れ い ︒

恵 ま れ︑ 環 境 に 配 慮 し た も の づく

クをほぼすべて再利用しているとい

みにも力をいれています︒

りを実 践 し︑長野県のSDGs 推 進

うのは︑素晴らしいですね︒施設内

アルソアの化粧品をつくるのにぴっ

企業にも登録されています︒段ボー

のいろいろなところに﹃電気を切って

￨

￨見

コスメティックユニット処方開発担当。
乳化技術の開発や研究に携わる。

品

た国際規格ISO14001を取得。また、長野

ルやプラスチックなど廃棄物の

てあったのも印象的でした︒愛用者と

佐久市

ください﹄と節電への呼びかけが貼っ

をつくるためのリサイクルへ︒瓶を

して︑環境にやさしい取り組みを積極

5

行うために、国際標準化機構(ISO)が作成し

長野県

〈左〉
アルソアR&Dセンター

秋 号ではアルソアR&Dセンターを訪ね、
乳化について勉強した真央さん。今回は、

様々な技術で製品の安全性と安定性を確保

す。企業などが環境負荷をかけずに事業を

〈右〉
アルソア佐久ファクトリィ
チームリーダー
コスメ製造ユニット担当。
アルソアの化粧品
青木裕治
の中身（バルク）
の生産に従事する。

愛用する化粧品が誕生する過程を
勉強するのはワクワクします

豊かな自然を守るために
環境面にも配慮した自社工場

小高い場所に位置し、浅
間山や佐久市内を一望。
従来の工場のイメージを
払拭す るモダンなデザ
インの建築も特長です。

「自然のチカラ」
その源を訪ねて

今回は佐久ファクトリィで学びます

のはこの製
した
学

〈 アルソア佐久ファクトリィ 〉

置するなど、環境面に十分配慮した工場で

99

Vo l . 4

市村祐貴

Highlights

するとともに、高精度の廃水処理施設を設

以 上 を︑ 再 生 紙 や 再 生 樹 脂 製 品

防犯砂利にしたり︑健康食品生産時

的にされているのはうれしいです﹂

Asada Mao

1990年、愛知県生まれ。
プロフィギュ
アスケーター 。2 0 1 0 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。

に産生される酵素ファイバーを農園

浅田真央

%

〈左から〉

アルソア モイストベイス
アルソア
モイスチュアージェル

※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。

アルソア佐久ファクトリィの製造担当の青
木と研究員の市村の案内のもと、さらに学

びを深めます。
「自分が実際に使っている化
粧品がつくられる過程を見るのは、貴重な体

験。今日はワクワクする気持ちで来ました！」

県のSDGs推進企業にも登録されています。
4

自然と調和した
ライフスタイルの実現を
目指す新プロジェクト

1

持 続 可 能 なライフスタイルの 実 践 を

［ アルソア佐久ファクトリィのこだわり ］

目 指し、アルソアは「ARSOA DREAM

したい」という真央さんの夢や、
「人と自

1

然との調和の中に、真の健康と幸福を創

アルソアでは、製品により採用している技術が異なり

PROJECT」
を始動しました。
このプロジェク
トでは「いつかは自給自足の生活を実現
しあわせ

肌への負担を
極力抑えた乳化を実践

ます。写真①「アルソア モイストベイス」は、ホモミキ

ります」というアルソアの企業理念の実

サーで乳化した後に高圧乳化機を使用して、みずみず

現を目指します。
「美味しい空気やお水な

しい使用感を実現。極少量の乳化剤だけで、安定した

ど、自然からはパワーをたくさんいただけ

製品をつくることができます。写真②、③「お菓子の

ます。自然にふれると、心も体も解放され

3

て歓ぶのを感じるし、生きているなぁと実

クリームをつくるときみたい！」と、楽しそうに「アルソア

2

モイスチュアージェル」の乳化を見る真央さん。

﹁ お 水 は ど こ に あ る の で す か？﹂

化 粧品に使う水について気になっ

ていたという真央さんは︑工場の中

青木が︑タンクを指差しアルソア水

について説明します︒
﹁ アルソアに

とって水はとても大切な原料だから

こそ︑ていねいにろ過して︑お客さ

まが安心できる品質維持に努めてい

24

ます︒また︑水は留めておくと雑菌

が繁殖し品質が落ちやすいため︑

か？」と、真央さんはスタッフに気さくに質問。

時間ずっと循環させています﹂

行います。
「どういうところを見ているのです

次に︑研究員の市村とともに乳化

器に傷がないかなどを確認しながら人の手で

の過程を視察︒
﹁ 高圧乳化機などを

クを行い、製品化。梱包作業は、化粧品の容

利用し︑肌に負担となる成分は最小

7

においや使用感の確認など厳しい品質チェッ

限に留めるのがアルソアの乳化の特

農業では
薪割りにも
チャレンジ！

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

長です︒製造での工夫が︑肌が生ま

〈左から〉

れながらに持っている︑美しくなろ

2

厳しい品質チェックで
安心安全な化粧品を

うとするチカラを引き出せる製品づ

［ アルソア佐久ファクトリィのこだわり ］

くりにつながっています﹂

説明を受けて︑真央さんは大きく

うなずきます︒
﹁前回の研究所に引き

「冬は特に乾燥 対策を心
がけています。
『アルソア
クイーンシルバー』は乾燥
せずに汚れを落とせるので、
洗顔に欠かせません。また、
運動をしたり半身浴をした
り、岩盤浴やサウナに行っ
たりして、汗をかくように
もしていますね。汗をかい
て洗った後は、
『アルソア
ローションⅡ』でしっかり
と保湿しています」

続き︑肌に不要なものを極力いれない

運動とスキンケアの
徹底で乾燥知らずに

www.arsoa.co.jp/dreamproject/

というアルソアさんの想いを実際に

vol.4

いという想いが込められています。

目にすることができて勉強になりま

真央肌の秘密

メージし、そこには循環型社会を目指した

した︒化粧品は直接肌につけるもの

円の中のカラフルな色は晴れやかな虹をイ

なので︑安心安全ということがうれ

色選びも含めてすべて真央さんがデザイン。

しいです︒また︑大きな乳化の機械を

勉強中です。また、プロジェクトのロゴは、

初めて見て︑その迫力に驚きました！﹂

ある山梨県・小淵沢で、野菜づくりなどを

に入るとまっ先に質問︒製造担当の

感します」と真央さん。アルソアの本社が

美のヒントがいっぱ い！

2022. 1. 07 Fri .

DATE :
TITLE :

木村佳乃 のビューティダイアリー

週１のプッシュフェイシャルタイムでリ
フレッシュ

リラックスして過ごす時間も
きれいのために使えば一石二鳥♡

一年を通じて美肌をキープしている木村佳乃さん。寒い冬も冷えや乾燥に負けず
心地よく暮らすコツとは？ 佳乃さんのライフスタイルからそのヒントを伺います。

プッシュフェイシャルで
心地よさと巡りをUP

長期間の仕事が終わると、いつも旅行
でリフレッシュしていた私ですが、ま

DATE :

だ楽しみは先になりそうです。今は美

TI TL E :

しい写真集や映像を見て旅気分を味
わっています。お風呂上がりのひとと

き、好きな音楽を聴きながら、
「アルソア
セルジェル」を使って、顔のツボをプッ

シュ！ 滞りがちな血行が促進されて気
持ちよく、良質な睡眠を実感しています。

Selected items
アルソア セルジェル

〈美容ジェルオイル〉
1.5g×３０包 7,700円

3 F ri.
2 021. 12. 0

スキンケア
冬の朝の念入り

シンプル。
も
で
つ
い
は
ア
スキンケ
は
でも、この季節
を。
少し入念に保湿

（本体価格 7,000円）

日ごとに寒さが増す冬は、乾燥
に負けないよう保湿ケアを大切
にしています。私はセルシリー
無農薬野菜の
生命力をまるごと！
発酵のチカラと
ビタミン＆ミネラルを

DATE :
TIT LE :

ズを使っていますが、ずっと使

2 022. 2. 19 Sat.

い続けることで、肌との相性が

」
たまるほくほくメニュー
内村シェフ直伝「あっ

よくなってくるような気がする
んです。おかげで乾燥知らずの肌

も外からも
食事も温活！ 内から
冷え対策は万全に。

になりました。でもこの時季は、

「アルソア セルエッセンス」を

いつもより少し多めに重ねづけ。
目もとや口もとなど、カサつき
がちなところになじませれば、

冬は根菜を中心に、温かい料理や飲み

1日を安心して過ごせます。

物が増えます。今回教えていただいた
のは、そんな冬にぴったり。アボカド
Selected items

にポテトサラダをのせてオーブンで焼

ジオリナ

メニュー。テーブルを華やかに彩る一

酵素

500ml 10,800円

（本体価格 10,000円）

いた、簡単なのにおしゃれで美味しい

乾燥予防に
重ねづけを！

皿としてもよいですね。
「アボカドとポテトのチーズ焼き」
材料（2人分）

アボカド ........................ 1個
じゃがいも .................. 中1個
にんじん................. 小1/2本
ブロッコリー .............. 1/3個
豆乳マヨネーズ ........ 大さじ２
塩・こしょう ............... 各少々
甜菜糖 ................ 小さじ1/３
ソイチーズ又はミックスチーズ
............................... 適量

美味しく
つくるコツ
9

つくり方

❶ じゃがいもは適当な大きさにカットして蒸
す。にんじんは小さめのさいの目切りにし、ブ
ロッコリーは小さく房に分けてゆでておく。
❷ 蒸したじゃがいもをつぶして、
豆乳マヨネーズ、
塩・こしょう、甜菜糖を加え、ゆでたにんじんと
ブロッコリーを混ぜてポテトサラダをつくる。
❸ アボカドを半分にカットし、種を取り②のポ
内村圭吾 シェフ
テトサラダ、ソイチーズ（ミックスチーズ）を順に
のせ180℃のオーブンで焼き色がつくまで焼く。 都内のレストランを経

アボカドは多少硬くても焼けばやわらかくなります。ポテトサラダは
少し味が濃いかな？と思う程度でちょうどよいでしょう。今回添えた
ソースは、豆乳マヨネーズにわさび、メープルシロップを和えました。

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。

Selected items
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）

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
など幅広く活躍中。関西テレビ・フジテレビ系ドラマ『アバランチ』で警視庁特別犯罪対策企画室・室長役を
熱演。
また、Amazon Originalドラマ『No Activity/本日も異状なし』
（12月17日より配信）に出演。

8

教えて！ミライ
・ラボ

！
教えて

モール水のチカラで潤す

“冬乾燥”

対策

ミライ
・ラボ

ひとつ目に注目するのは、植物性温泉水（モール水）のチカラ。
まろやかな肌あたりで潤わせる、冬乾燥対策の強い味方です！

肌が歓ぶシンプルケア

3ステップ+1

「洗う・除く・潤す」の３ステップに「保つ」
のエッセンスを加えた基本のお手入れで、
冬でも乾燥知らずのすこやかな肌に！

天然由来ミネラルでやさしく洗う

〈

E s sence

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）

わんロボ

セルローションで整えた肌

皮脂も水分も不足しがちな冬の乾燥肌。
どう対策すればいいの？
ミライ・ラボが注目したのは、偉大な自然のチカラです！

アシスタント
にゃんロボ

植物性温泉水（モール水）のキセキ

の潤いを保つために、エッ

亜炭や泥炭といった植物の堆積層を通過して地表に湧

センスをプラスするのも大

か こ う はんがん

ル水は、これら植物の堆積層に加えて、花崗斑岩とい

とり、やさしい使用感。化

角 層のNMF(天 然 保 湿 因 子 ）
のミネラルバランスを目指した、
アルソア水（常水）がベース。
肌なじみのよい、やさしいシン
プルな処方です。

外気からも肌を守る、頼り

〈左から〉

アルソア

モール水の
すごさに
注目なのニャ！

します。乾燥が厳しい冬の
になる一本です。
アルソア

土
火山灰

う鉱物層も通るのが特長。植物層と鉱物層の2つのチ

粧水で潤した水分を逃さず、
肌本来のチカラをサポート

十勝川流域

き出る植物性温泉水（モール水）
。北海道・十勝のモー

切です。べたつかずにしっ

アルソア水ですこやかな潤い肌へ

〉

“冬乾燥”対策

アシスタント

潤いをきちんとキープ
冬乾燥から肌を防御!

第4回

自然のチカラで

ミライ
ロボット
Aiさん

アルソア

天然泥のモシリクレイを含んだ
「アルソア クレイパック」
。古い
角質や毛穴の汚れを、負担なく
やさしく取り除き、なめらかな
肌に。化粧水のなじみもアップ。

ミライからやってきたアルソアR&DセンターのAiさんと仲間たちが、
ずっとすこやかで美しい肌を手にいれるためのヒントを伝授する連載。
最終回は、多くの人の悩みのタネである「冬乾燥」に着目します。

自然のチカラで、
冬も潤いを
キープしましょう

天然由来のミネラル成分（堆積
岩・火成岩）をバランスよく配
合。
「アルソア クイーンシルバー」
は、必要な潤いを残して汚れを
やさしく落とします。

モシリクレイで保湿しながら除く

5年後、
10年後も
見惚れる肌づくり

セルエッセンス

〈美容液〉25ml
14,300円（本体価格 13,000円）

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。

ローションⅠ〈化粧水〉

150ml 3,850円（本体価格 3,500円）
エッセンスⅠ〈美容液〉
30ml 5,500円（本体価格 5,000円）

カラを秘めた 潤う水 として、注目されています。

花崗斑岩
泥炭（粘土層）
亜炭

2つの自然の
チカラが作用

岩石
地下水

鉱物層によるろ過効果

植物由来の保湿成分

植物層で天然の保湿成分を含

植物の堆積層を通ることで、モール水には、植

アルソア

せ つ れ ん か

アルソア水と雪蓮花が導く透明感

〈左から〉

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

モール水から生まれた
セルローションで潤う肌に
モール水の潤いを実感できるのが「アルソア セルローション」。

イオン交換水
温泉水

植物由来の保湿成分・フミン物質など、モール水に含まれる成分

を最大限活かすよう研究が重ねられ、誕生しました。寒さが厳し
い冬は、ローションを手のひらで温めてからゆっくりと3回、乾燥
が気になる部分にはさらにもう1回と重ねづけがおすすめです。
アルソア
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高い
角層水分量

厳しい自然環境でも強い生命
力で育つ、アルソア独自の天然
由来成分・雪蓮花の抽出液を配
合。肌のキメをみずみずしく整
え、透明感を引き出します。

モール水の保湿性

セルローション〈化粧水〉150ml 5,280円（本体価格 4,800円）

低い

初期値

10

20

30

（分）
時間

※イオン交換水の保湿能を０とした場合

セルローションの主成分であるモール水は、角層
水分量をアップさせ、肌を潤わせる。
※自社調べ

み、さらに花崗斑岩という鉱物

物由来の保湿成分・フミン物質が含まれます。

層をくぐり抜けて誕 生するの

フミン物質は、植物が長い時間をかけて分解さ

が、十勝川流域のモール水。水

れることでできる、天然の保湿成分。日本で初

はろ過され清らかになり、さら

めて確認されたのが十勝川流域です。モール水

にミネラルなどの 成 分 が 溶 け

は悠久のときをかけて自然がはぐくむ、かけが

込みます。

えのない水なのです。
10

教えて！ミライ
・ラボ

潤いの応用編
スペシャルケアで、
さらにしっとり

加齢による肌乾燥にアプローチ
濃密なコクがある「ソナディス ボーテ」シリーズ
は、豊潤なハリのある肌へと導きます。加齢によ
り不足する皮脂を、エモリエント成分でサポート。
たまこちょう
」など
「玉蝴蝶エキス（ソリザヤノキ種子エキス）
独自の保湿成分が、ハリや弾力低下といった深
まる肌の悩みに応え、肌の輝きをはぐくみます。

〈左から〉

ソナディス ボーテ
ソナディス ボーテ
ソナディス ボーテ

“冬乾燥”

対策

いつもの3ステップ＋エッセンスのケアに加えることで、さらなる保湿を目指せる製品を、
研究員のコメントとともにご紹介。使用感の好みや目的別に使い分けてみましょう！

エモリエントクレイ〈パック〉 80g 4,730円（本体価格 4,300円）
ローション〈化粧水〉 120ml 6,270円（本体価格 5,700円）
エッセンス〈美容液〉 40ml 16,500円（本体価格 15,000円）

Labo's Advice

寒くなって
肌がカサカサ
してきたワン

目もとや口のまわりなど、
小ジワや乾燥が気になる
ところは、
重ねづけをする
とより肌に弾力がでます。
（塚元美奈子 アルソア
R&Dセンター）

み、
の好
用感
使
態や
せて
肌状
にあわ けます
ン
ー
だ
シ
いいた
お使

そんなときは
スペシャルケア
アイテムを使うと
いいニャ

森山五月

アルソアR&Dセンター

みずしさをプラスする化粧液。保湿成分やエモリエント
成分がキメを整え、乾燥から肌を守ります。保湿をきちん
とすることで、透明感のあるなめらかな肌に。乾燥する季

モイスチュアージェル

節もツヤッとしたすこやかな肌をキープできます。

バリア機能を整えて
乾燥を予防したいとき

モイストベイスによる肌の保湿能変化
高い

ローション＋エッセンス＋モイストベイス
ローション＋エッセンス
ローション

角層水分量

よし！
エッセンスの
代わりに
セルセラムを
使ってみるワン

乾燥する冬でもすこやかな
ツヤ肌を守りたいときに
肌に心地よくなじんでべたつかず、しっとりとしたみず

水の研究や製品開発を経
て、基礎評価ユニットで
評価・研究を行う。

それでは
セルセラムの
潤すチカラを
発揮できないわ

モイストベイス

少量でも潤いを逃さず、スポット
使用や集中チャージなど特別な
ケアにおすすめの保湿ジェル。保

低い

と心地よいテクスチャーで、バリ
ア機能を整えてすこやかな肌に。
まず、
基本の
３ステップ＋
エッセンスで
きちんとケアを

肌のバリア機能

セルセラム
2週間後

4週間後

特長

使用感

バリア
機能

なめらか

アルソア モイスチュアージェル〈保湿ジェル〉
30g 4,180円（本体価格 3,800円）

（本体価格 4,500円）

研究員の皆さんも、
様々に活用して
いますね

Labo's Advice
べたつきにくいので、手
や爪の乾燥が気になった
ときの、ハンドケアなどに
もおすすめです。
（樋口美雪 アルソア
R&Dセンター）

しっとりリッチなケアで
ハリ感がほしいときに

セルセラムによる肌の弾力変化
高い

ローション＋エッセンス＋セルセラム
ローション＋エッセンス
ローション

弾力性

※自社調べ

〈化粧液〉
50ml 4,950円

3週間後

のびがよいのでボディにも
使いやすいです。乾燥が気
になるひじやひざ、かかと
などのケアにもおすすめ。
（中野裕子 アルソア
R&Dセンター）

ローション＋エッセンス＋モイスチュアージェル
ローション＋エッセンス

使用前

1週間後

Labo's Advice

るのもうれしいポイントです。

悪い

さらり

※自社調べ

で、持ち歩いて外出先でケアでき

いつものケアにモイスチュアージェルをたすと、
肌のバリア機能が高まる。
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使用前

モイスチュアージェルによる
肌のバリア機能の変化

使う順番が大切なの。
覚えておいてね！

保湿

ローション、エッセンスにモイストベイスを加えて
数週間ケアすることで、角層水分量がアップ。

コンパクトなチューブタイプなの

よい

使用感

アルソア モイストベイス

水力の高い成分を配合し、さらっ

そのうえで
重ねづけを
すると一層
潤って、冬の
乾燥対策に
なるわ

特長

スキンケアの時間に至福をもたらす、リッチでコクがある

潤いが特長です。乾燥による小ジワを目立たなくし（効能

評価試験済み）
、弾むようなハリ感のある肌へと導きます。
乾燥によるダメージが特に気になるときは、3ステップ＋

エッセンスに重ねて使うことで、ふっくらつややかな肌へ。

低い

使用前

1週間後

3週間後

特長

使用感

弾力

しっとり

アルソア セルセラム

〈化粧液〉
ローションとエッセンスに、セルセラムを重ねると、 50ml 8,800円
肌の弾力性がさらに上がる。
（本体価格 8,000円）
※自社調べ
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We Love

教えて！

ミライ・ラボ

ARSOA!
ビューティトーク

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

= SNSで応募

『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。

千葉から愛媛に転居後も、アルソアを続けていられるのは、
アルソアのビューティーカウンセラーKさんのおかげ。他社に変
えないのは、
お人柄が一番の理由です。
‐‐愛媛県・HMさん・60代
クイーンシルバーを使い始
めて、はや30年！ 年齢半分
くらいのお付き合いです（笑）
感動をシェアしたい！
使用後の感触がやっぱりいい
ですね♡
あの美しい木村さんも
（同じ）
石けんを使っていると知って、
アルソア製品の感動体験や
なんかうれしいですね！
！
ビューティーカウンセラーとのふれ合いなど、
‐‐福岡県・ＨＨさん・６０代
皆さまの素敵なエピソードをご紹介。

ボリュームがなく、毛量が少なく、
悩んでいました。４ヶ月位前から
育毛ローションを使用。
すぐに効果
を感じました！ 見ためもハリやツヤ
がでました。この育毛ローションに
出会えてよかったです。主人も育
毛エッセンスを使い始めたので、効
果が楽しみ。

内側から元気に、
美しく
！
体が歓ぶ自然のチカラ

= ハガキで応募

ます！ 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ります。また、

若いときから肌がきれい、今
は年齢よりも10歳若いといわ
れています。
これも「アルソア」
製品を使い続けているからと
感謝しています。
‐‐福島県・
Ｉ
Ｔさん・７０代

さらなるご応募もお待ちしています!

長い間、自分にあった化粧品が見つからな
かったのですが、アルソアを使っていた友人がと
てもきれいな肌をしていたので私も使用するよ
うになりました。もちろん肌の調子もバツグンで
す。
もっと早く出会えてればよかった〜。

化粧水とSP＊が使いやすいです。
‐‐広島県・
Ｉ
Ｋさん・３０代

アルソアが注目する自然素材
白鶴霊芝は
すごいんだワン！

Labo's
Voice

すこやかな美しさをはぐくむ素材を求めて、
常に研究に励んでいます。私たちが注目す
る新素材と独自素材のチカラをお伝えします！
山田一木 アルソアR&Dセンター

ヘルスケアユニットのユニットマネージャーとして、
植物のチカラを活用する製品を開発。

新素材

いろんな
チカラが
あるニャ〜

ギャバ

ストレスフルな現代人の強い味方
アミノ酸の一種で、ストレス軽減や脳内の興奮を鎮める働きや、
血圧の安定作用などが注目されています。アルソアでは、発酵大
麦エキスを用いた乳酸菌発酵でつくられたギャバを高含有する植

物性の素材
「大麦乳酸発酵液ギャバ」
を新たに製品へ取り入れました。

新素材

‐‐兵庫県・NYさん・40代

＊リベスト SPプレペアローション

対策

最後は番外編として、体が歓ぶ
素材のチカラにクローズアップします。

マイアルソア
エピソード

‐‐神奈川県・ＦＭさん・４０代

“冬乾燥”

ラビリンチュラ

話題の栄養素DHAを多く含む
海洋性のプランクトン。脳や網膜などの神経系

＃welovearsoa

#アルソアのある暮らし

今しっかりケアしてあげ
ることで、冬の乾燥対
策の準備ができます ︎
石鹸で洗う
パックで除く
ローションで保湿
美容液で保湿強化
ぜひお試しいただきた
い製品です♡

ksmom.arsoa

❄

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

アルソア製品は、
インテリアになじむ洗練されたパッケージも人気。
ご自宅にある、
お気に入りの写真をインスタグラムで発信しませんか？
emi̲star

mami0238

に存在している注目の栄養素、DHAがたっぷり
含まれているのが特長です。脳への健康効果が
独自原料

はっ かく れい

期待されます。

し

白鶴霊芝

新素材

古代植物堆積層から採れる自然の恵み

ビタミンや亜鉛など多様な栄養素が含ま

微生物により植物が腐敗と堆積を繰り返してで

きた堆積層「ヒューミックシェール」から採れる、

れます。また、特異成分のリナカンシンC

古代植物堆積層由来の素材。フミン物質（フル

は全身免疫の活性化が期待され、脳機能
や抗腫瘍への効果も研究が進められるなど、
txr̲h.m

私がARSOAに、出会っ
てまだまだ3ヶ月です
が 大 好き が 止まりま
せん ️ 職人さんが丁
寧に丁寧に作り上げる
『 クイーンシルバー 』
（ 石鹸 ）は本当に気持
ちが 良すぎる
ARSOAに出会えたこ
とに感謝です

❤

大好きなクイーンシルバーで朝晩の洗顔
はもちろん、念入りに手洗いも続けていこ
うと思います。
マスク着用も忘れずに ️
明るいミライへ

✨

❣

💍

今日は、結婚記念日
婚姻届を出した日。ダラダラと一緒に24
年もいるけど……。
ちょっとだけ感謝しておきましょ

💓

😊💕
🙏

※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。 抽選で季節の無農薬野菜セットのプレゼントも！
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※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12月1日（水）から31日（金）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。

フルボ酸ミネラル

多様な機能性で
美と健康をささえる

ボ酸など）や、約65種類の微量ミネラルなど体

新たな機能性の発見が注目されています。

Winter
C ampaign

冬の
健康食品
キャンペーン

ジオリナ 酵素
（500ml）を買うと
ジオリナ 酵素ミニ
50ml

に必要なものをバランスよく含みます。

ジオリナ 白鶴霊芝EX
（10本×3箱）を買うと
ジオリナ 白鶴霊芝EX

+

1本

ジオリナ 酵素プラス
ラージサイズ
（90袋）を買うと
+ 10袋
ジオリナ 酵素プラス
ジオリナ 酵素G
（６０袋）を買うと
ジオリナ 酵素G

+

+

ジオリナ ビエッセ ラージサイズ
（90袋）を買うと
ジオリナ ビエッセ
10袋

ライフォリジン サーキュラ
（30袋）を買うと
ライフォリジン サーキュラ

ジオリナ ビエッセEX ラージサイズ
（90袋）を買うと
ジオリナ ビエッセEX
10袋

ライフォリジン ミネラル
（57.75ｇ）を買うと
ライフォリジン ミネラル

+
+

6袋

※「ジオリナ 白鶴霊芝AG」のキャンペーンも実施中。
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。

3本

ライフォリジン セルエナジー
（30袋）を買うと
ライフォリジン セルエナジー

（1袋5粒入）

ライフォリジン オメガ3
（67.5ｇ）を買うと
ライフォリジン オメガ3
（1袋10粒入）

+

3袋

+

3袋

+

3袋

+

1袋
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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

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

リフィル 各1,650円（本体価格 1,500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

150ml 3,850円（本体価格 3,500円）

150ml 5,280円（本体価格 4,800円）

アルソア エッセンスⅠ

アルソア エッセンスⅡ

アルソア
セルエッセンス

〈美容液〉

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）

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）

〈美容液〉

30ml 8,800円（本体価格 8,000円）

〈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）

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
OTHERS

HAIR CARE
HAIR
CARE

健

アルソア シャンプー

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）

ジオリナ 白鶴霊芝EX

ジオリナ 酵素

アルソア EXシャンプー

New!

ジオリナ 酵素プラス

48g
（1.6g×30袋）
4,104円（本体価格 3,800円）

一時販売

ジオリナ 白鶴霊芝AG

ジオリナ 酵素Ｇ

180ｇ
（3g×60袋）21,600円（本体価格 20,000円）

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）

■有効成分：
グリチルリチン酸ジカリウム、
センブリ抽出液、
ニンジンエキス

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）

美
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）

30ml 3,080円（本体価格 2,800円）

BODY
CARE

プリシーノ ボディソープ

ジオリナ ビエッセEX

アルソア トリートメントオイル

100ml
4,950円（本体価格 4,500円）

OTHERS

〈全身洗浄料〉

ジオリナ ビエッセ

アルソア
スカルプエッセンス
医薬部外品

200ml 1,980円（本体価格 1,800円）

見合わせ

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）

220g
3,080円（本体価格 2,800円）

アルソア ヘアミスト

52.5g
（125mg×7粒×60袋）
12,960円（本体価格 12,000円）

ジオリナ 霊芝

New!

医薬部外品

150ml
2,970円（本体価格 2,700円）

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）

白鶴霊芝ティ

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）

アルソア
スカルプローション

■有効成分：
グリチルリチン酸ジカリウム、
センブリエキス

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）

美しさを
輝 かせる

アルソア コンディショナー

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

健 康を
はぐくむ

SCALP CARE

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）

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）

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

WATER

■栄養機能食品：ビタミンC

New!

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）

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）

ライフォリジン
ミネラル

57.75g
（385mg×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

New!

ライフォリジン
オメガ３

67.5g
（450mg×150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。

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。

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

10名さまにアルソアレインボーファームの「季節の無農薬野菜セット」をプレゼント！

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。

2022年2月28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.129」編集室

インスタグラムでの応募方法
※写真はイメージです。
（＠arsoa̲ofﬁcial）でご確認ください。
アルソア公式アカウント

※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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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
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2021 WINTER

ARSOA QUEEN SILVER

天然由来ミネラル成分*を含んだ

黒い石けんは、驚くほど白くなめらかな泡立ちで、

やさしく気持ちのよい洗い上がり。

大切な人や自分のために選びたい、

使うたびに笑顔になれる贈りものです。

2021年12月1日号（季刊）110円（税込） 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
■アルソアは、
自然との調和を大切にしています。
■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。

クイーンシルバー

4,400円（本体価格4,000円）

〈枠練石けん〉
標準重量135g

アルソア

せ

わ

あ

し

129
Vo l .

贈るのは、
幸 福 な 時 間。

＊堆積岩・火成岩

