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自 然 の 力 で、 人 は 輝 く。

美しい未来へ、
アルソアと

自然の力で、人は輝く。

雄大な山々に抱かれ、
自然のエネルギーと調和しながらすこやかな未来をつなぐアルソア。
人気小説家の川上未映子さんが、
その想いをやわらかな筆致で綴ります。
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「水の記憶」
文・川上未映子

歓 び と癒やしを与えてくれま

と も で き る 水 は︑ と く べ つ な

飲むことも︑そして見つめるこ

で︑ふれることも浸すことも︑

てなくてはならないもののなか

空気とおなじように生命にとっ

いるものは︑水です︒光や熱や

をつくり︑そこにいつも満ちて

その体と︑体を生きている心

くいものかもしれません︒

で︑自分の体はもっともみえに

も︑生まれたときから一緒なの

日々︒大切な人の笑顔︒なかで

はなにも起こらない穏やかな

いてくれる人︒とくべつなこと

です︒たとえば︑いつもそばに

ているものは︑あまりにも多い

に思えるせいで︑みえなくなっ

それがあることが当たりまえ

てくれたこと︒

う﹂と︑不思議な気持ちにさせ

で表現することができるんだろ

のものは︑いったいどんな言葉

きに︑
﹁ この輝いているこれそ

るなんてことのない水のきらめ

子どものころ︑目のまえを流れ

どしたときの嬉しさ︒そして︑

げて︑みるみる明るさをとりも

なくなった植物に新しい水をあ

を励ましてくれたこと︒元気が

たがんばろうと鏡のなかの自分

らかく包みなおし︑明日からま

くような肌を︑いつだってやわ

れて︑少しずつ頑なになってい

たことも︒日々の忙しさに追わ

ていた解放感を味わわせてくれ

すのをやめて︑長いあいだ忘れ

した雨のなかで︑思わず傘をさ

れた︑グラス一杯の水︒降りだ

ぐらすことも︑できるのです︒

│それらの奇跡に思いをめ

自 分 に つ い て︑ 循 環 に つ い て

ら︑感謝して︑その一部である

のありかたに静かに驚きなが

られること︒わたしたちは自然

水を選び︑それを味わい︑届け

つくってゆく水︒そんな大切な

あなたの大切な人の︑体と心を

できる水︒そして︑あなたと︑

水︒幸せに︑笑顔にすることの

の一瞬でも助けることのできる

ゆく水︒目のまえの誰かを︑ほん

本来なら︑文字どおり﹁有り

すね︒
ちょっと思いめぐらせるだけ
Kawakami Mieko
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難い﹂存在である水は︑本当に

来の、すこやかに美しくなろうとするチカラをはぐくむ製品をお届けしています。

で︑水にまつわるいろいろな記

飲む水から肌や髪にふれる水にまでこだわり、理想のミネラルバランスを追求。私たち本

有り難いことに︑わたしたちの

あらゆる生命をはぐくむ根源です。自然豊かな山梨県・小淵沢にある本社の研究所では、

憶が甦ります︒

指してきました。地球という大自然の循環の中でろ過され、多様なミネラルを含んだ水は、

まわりにあってくれます︒
とりいれて︑めぐり︑還って

1972年の創立以来、アルソアは「水」を中心に、自然のチカラを活かした製品づくりを目

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『 夏物語』は、世
界40カ国以上で刊行され、英訳は
2020年『TIME』誌の「今年のベスト
小説10冊」などにも選出。
『ヘヴン』
の英訳は2022年度国際ブッカー賞
の最終候補に選出されている。

今までも、
これからも。美しい生命をはぐくむ「水」とともに

どきどきして︑どうしようも
なく不安な心を落ち着かせてく

川上未映子

50周年を迎えます。浅田真央さんも長年の愛用者のおひとりです。

50th Anniversary Message
アルソアファミリーの一員として、
一緒に製品の魅力を伝えていきます

選ぶ 理 由 ❶

添ってくれるのが素晴らしいと思い

どんなときにも肌にやさしく寄り

﹃アルソア クイーンシルバー﹄は

Y

よって肌の悩みが変わりますが︑

穴の黒ずみ︑今は乾燥と︑年齢に

思 い ま す︒ 代の頃はニキビや毛

がしっとりとするのがすごいなと

わった後に︑汚れは落としつつ肌

にやさしいところですね︒洗い終

らためて︑お好きなところは？﹁肌

歳から愛用している真央さん︒あ

﹁アルソア クイーンシルバー﹂を

肌へのやさしさ

選ぶ理由

ます︒見た目が黒いのに︑泡が真っ

選ぶ 理由 ❷

選ぶ 理 由 ❸

気持ちよさ
﹁
﹃アルソア クイーンシルバー﹄の
モコモコの泡で洗うのはとても気
持ちよくて︑大好きな時間︒もう
一生使うつもりです！︵笑︶
﹂と
真央さん︒最後に︑アンバサダー
として今後の目標を教えていただ
きました︒
﹁ アルソアファミリー
の一員として︑製品や環境にやさ
しいものづくり︑また食事などで
体や肌のすこやかさを内側からさ

長野県佐久市にある自社工場
や体のケアはもちろん︑向上心も

思います︒そして︑私自身は︑肌

さえる大切さを伝えていきたいと
を訪ねて︑製品づくりの現場を視
忘れずに人生を楽しんでいきたい

生から 年が経ちますが︑よいも

﹃アルソア クイーンシルバー﹄は誕

れているとあらためて感じました︒

て︑こだわってていねいに製造さ

さんの研究員の方と直接お話しし

安心して使えますよね︒アルソア

きです︒つくり手の顔が見えると

くっている方の想いを聞くのが好

察したのが楽しかったと語る真央

標準重量135g 4,400円（本体価格 4,000円）

ですね！﹂

アルソア クイーンシルバー〈枠練石けん〉

さん︒
﹁食べ物でも化粧品でも︑つ

ていねいで安心

Birthday

のだから愛されるのですね︒想いを
聞き︑使い続けたいと思いました﹂

2012

私がこの石けんを

白というのも不思議で好きです﹂

Mao loves ARSOA

浅田真央さんに 聞きました！

ずっと愛 用していくつもりです

16歳からずっとアルソア一筋です！
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「アルソア クイーンシルバー」でのケアを続けてい
る真央さん。撮影ではいつもその美肌が話題に！
1990年愛知県生まれ。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。2017年
に競技生活を引退後、3年間
にわたりアイスショー「浅田
真央サンクスツアー」開催。
2022年、自身がプロデュー
ス・出演する新たなアイス
ショーを全国で開催予定。

2017
Asada Mao

浅田真央

50
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50th
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用者｜

｜愛

「アルソアクイーンシルバー」

タイムレスな固形石けん
時を超 えてなお 愛される

アルソア創立とともに誕生した「アルソア クイーンシルバー」は、今年で

SKIN
CARE

Column

知るほど肌が歓ぶ
「アルソア クイーンシルバー」

3ステップ

TIPS

だから選ばれる

アルソア クイーンシルバーの人気の秘密

「洗う」ことから始まるスキンケア

1

Let' s try

!

泡立ててみよう

で欠かせないのが、石けん。その人気の秘密をあらためて解明します。

洗う

Arsoa Queen Silver

［石けん］

な

1
か
かな

泡立たないときは？

人肌くらいのぬるま湯で、
手をきれいに洗った後、顔
を素洗いします。

2

石けんをぬるま湯にくぐ
らせて、手のひらで数回こ
ろがします。

シンプルケアの最初のステップは、石けん
で洗うこと。
「アルソア クイーンシルバー」
は、天然由来のミネラル成分（堆積岩・火
成岩）を配合し、熟練の職人技が活きる枠

手をきれいに洗いましたか？ 適度なぬるま湯を
足していますか？ 力をいれすぎていませんか？

練り製法で、ていねいに手づくり。黒い石

このあたりのポイントを見直してみましょう。

けんから生まれる弾力のある濃密な白い泡

3

洗うときのコツは？
手で肌をこすらないよう、たっぷりの泡で、

ぬるま湯を数滴ずつ加え
ながら、空気を含ませるよ
うに大きな泡をつくります。

4

少し力を加え、キメ細か
い泡になるように泡立て
ます。

が、肌の汚れをやさしく落とします。

気持ちよさの秘密

やさしくていねいに。十分にすすいだ後は、
水で引き締めましょう。

ち

ミネラルを含む白い泡で
しっかり洗う

POINT

やさしさの秘密

キメ

汚 れをしっかりと 包 み 込 む

と贅沢！？
ょっ

ボディまでしっとり♡

「キメ」細かさ、肌への負 担

5

ボディに使えば、１日の汗
や汚れをきちんと落として、
全 身 さっぱり ＆ しっとり。

泡を手のひらに集めなが
ら、クリーム状の泡になる
まで泡立てます。

6

弾力があり、コシのある泡が
できたら完成。
「ツノ」が立
つのが、よい泡の目安です。

「アピブラシ」で洗うことで、
マッサージ効果も得られます。

よい泡

アピブラシ〈ボディブラシ〉

悪い泡

弾力

をやわらげる ｢弾力｣、適度
な「濃度」。アルソア は、この3つの条件を満たす理想
的なバランスの泡にこだわっています。この理想の泡
が肌を包み込み、必要な潤いは残して “ さっぱりなの
にしっとり ” の「気持ちよい洗顔」を叶えます。

濃度

くります。機械練りに比べ、保湿

キメ細かく弾力があり、
適度な濃度の真っ 白な
泡が肌の汚れをやさしく
包みます。

成分や天然由来ミネラル成分をよ
くり手の高度な技術と想いがあわ
肌に必要な潤いは残すという、や

肌の美しさを引き出す天 然 由 来 成 分

アルソア サステナ
ビューティ キャンペーン
■応募期間／ 〜8月31日（水）
まで

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2枚進呈

※ローションとエッセンスは、お好きなシリーズをお選びいただけます。

7

り多く配合することが可能に。つ
さり、汚れはきちんと落としつつ、

安心 の秘密

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1枚進呈

けんひとつひとつをていねいにつ

理想バランスの泡

3,300円（本体価格 3,000円）

3ステップ

熟練した職人が、枠練り製法で石

賞 品
「ARSOA with MAO Ice Party」
にご招待!
▶︎ 100組200名さま（ペアチケット）

応 募 方 法

を、惜しみなく石けんに配合したい――。この想いから、

POINT

「アルソア クイーンシルバー」は、熟練した職人が約70

時間をかけて
ていねいに

日 の時間をかけて手づくりしています。枠の中で固まっ
＊

ひとつひとつ手作業で、
職人が心を込めてつくり
ます。完成まで、約70日
間かかります。

POINT
製法の
違い

た石けんは、貯蔵庫でじっくりと熟成。その後、ひとつひ

固形石けんの製法には、大きく
わけて機械練りと枠練りがあり
ます。枠練りの方が、美容成分
などを多く含むことが可能。

とつ布で、ていねいに２回に分けて磨かれ、銀色の輝きを

ミネラル
炭
保湿成分
など

まとい、厳しい最終検査を受けて完成します。＊135gの場合

応募詳細につきましては
公式Webサイトにて
ご確認ください。

石けん
素地

機械練り

ARSOA公式Webサイト

www.arsoa.co.jp

さしい石けんが生まれるのです。

石けん素地などの
原液

切断直後

熟成

第一磨き

第二磨き

フィルム
包装

石けん
素地

枠練り

完成
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石けんと一緒に３ステップで使いたい

肌にあった潤いをたっぷりと

自然から生まれたスキンケア

SKIN
CARE
3ステップ

「洗う」の次は、クレイパックとローションで「除く・潤す」が基本のステップです。
石けんでやさしく洗った後だからこそ、よりすこやかな肌へと導きます。

乾燥やシワ、敏感肌など、悩み別にロー
ションをご用意しています。

2 & 3

START
特に乾燥が
気になる

NO

肌が不安定に
なりがち

A

ローションⅠ

YES

乾燥による
小ジワが気になる

B

C

除く

Clay Pack

［クレイパック］

古い角質や汚れを
やさしく除く

ローションⅡ セルローション

※チャートは目安です。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。

石けんで洗った後は、クレイパックで

アルソア水がベース。刺激を感じや
すい肌にもやさしいシンプルな処方
で、ゆらがない肌に。

A

アルソア

ローションの受け入れ態勢をしっかり
整えましょう。パックには北海道で産

ローションⅠ

出される保湿力のある天然泥、“モシリ

〈化粧水〉
150ml 3,850円（本体価格 3,500円）
アルソア水をベースに、保湿成分と
せつ れん か
して雪蓮花抽出液を配合。肌のキメ
を整え、透明感をプラスします。

B

アルソア

植物性温泉水（モール水）
をベースに
はっ か く れ い し
白鶴霊芝エキスを保湿成分として配
合。乾燥による小ジワを目立たなく
します（効能評価試験済み）
。

アルソア

れた肌にもきちんと密着。古い角質や
モシリクレイの原石

ローションⅡ

〈化粧水〉
150ml 3,850円（本体価格 3,500円）

C

クレイ”を配合。なめらかにのびて、ぬ

ここがすごい！クレイパックの魅力
様々なミネラルが含まれ、特に保湿と
関わりの深いマグネシウムが豊富。

セルローション

〈化粧水〉
150ml 5,280円（本体価格 4,800円）

潤す

Lotion

［ローション］

肌のための水のチカラで
たっぷり潤す

モシリクレイの粒子がとても細かく、
形も丸いので肌にやさしい。

POINT

細かく丸い粒子が、毛穴や小鼻のわき
など狭いところにも入り込む。
肌あたりがなめらかで、するっとのば
しやすく、洗い流しやすい。

肌の汚れがなくなり、受け入れ態勢が整ったら、
ローションで潤します。アルソアの化粧水は、
肌のために開発されたアルソア水や植物性温
泉水（モール水）をベースに、植物由来の成分

アルソア水
（常水）

植物性温泉水
（モール水）

などを配合。やさしいつけ心地で、重ねづけ

毛穴の汚れをやさしく取り除きます。

水との親和性がよく、ぬれた肌にも使
いやすい。

1回の適量はこのくらい♡

週1～3回の使用で違いを実感。

3回の重ねづけがおすすめ。肌の
状態にあわせて調整してください。

アルソア

するたびに肌が一層潤います。

POINT

Let' s try

!

保つ

水分と肌の働きをきちんと保つ

Essence
［エッセンス］

9

3ステップですこやかに整った肌を保つために、スキンケアの仕上げには美容
液を。しっかり保湿しながらべたつかず、軽やかな感触で肌にすっとなじみます。
〈左から〉アルソア

アルソア
アルソア

エッセンスⅠ〈美容液〉30ml 5,500円（本体価格 5,000円）
エッセンスⅡ〈美容液〉30ml 8,800円（本体価格 8,000円）
セルエッセンス〈美容液〉25ml 14,300円（本体価格 13,000円）

クレイパック〈パック〉100g 3,850円（本体価格 3,500円）

1

洗顔後、手のひ
らに適量をとり
ます。

2

使ってみよう
肌がかくれるよう
にたっぷりのばし
ます。目のまわり
や唇、トラブルの
ある 部 分 は 避 け
てください。

3

1〜3分 後、肌を
こすらないよう、
ぬるま湯でていね
いに洗い流し、最
後に水で肌を引
き締めます。

適量はこのくらい♡
使用量はキャップの直径くらい
が目安です。

8

木村佳乃さん

美しさもすこやかさ も
――

水水
から
アルソアには
「水のつくり手」がいます。
研究開発を担当する
佐々木研究員に、
木村佳乃さんが
“水のこと”を聞きました。

もいろいろあると知ったんです︒

すが︑アルソアさんと出会って水に

の水道水は安全だと思っていたので

木村さ ん
（以下敬称略）私は︑日本

か︑あ る い は 髪 や 体 を 洗 う の か に

佐々木 口にするのか肌につけるの

目すべきポイントはありますか︒

性が違いますね︒水についてほかに注

が好きですが︑軟水や硬水︑それも個

木村 個性とは面白い！ 私は軟水

長で︑それがしっとり感につながっ

に 加 え︑ フ ミ ン 物 質 を 含 む の が 特

なミネラルが溶け込んでいること

植物性温泉水で︑バランスよく様々

佐々木 そうなんです︒モール水は

大切なのはミネラルの
「量」より「バランス」

肌はもちろん︑臓器がすこやかに働
よ っ て も﹁ 求 め ら れ る 水 ﹂の 基 準
ています︒

人の体の約 ％を占める水の
「質」とは？

くためにはたっぷりの水が必要で
は変わります︒肌につける水は︑ミ
木村 私にはあっているみたいで︑

別でした。水によって肌もガラッと変わるという

と︑潤ったすこやかな状態が保たれ
ます︒体内の水の循環が滞っていな
い証拠でもありますね︒これからもぜ
ひモール水を使ったセルシリーズで

ことですよね。アルソアさんでは化粧水の水や飲

150ml 5,280円（本体価格 4,800円）
セルエッセンス〈美容液〉
25ml 14,300円（本体価格 13,000円）

アルソア

アルソア

女優。1976年東京都生まれ。
『所さん！事件ですよ』
（NHK）にレ
ギュラー出演のほか、ドラマや映画、CMなどで幅広く活躍中。ディ
ズニー公式動画配信サービス「Disney＋」で独占配信中の映画『私
ときどきレッサーパンダ』では日本語吹き替え版声優を担当。

％ほどが水分で︑

す︒たとえばその水に﹁どのような
ネラル含有率が高いと負担になるこ
何年もずっとトラブル知らずです︒

とした重みを感じ、その後の肌のツルツル感は格

佐々木 人体は

ものが溶け込んでいるのか﹂といっ
ともあるのです︒ミネラルは﹁量﹂

植物性温泉水（モール水）の
フミン物質が生む「しっとり感」

ス﹂が大切だと思います︒

た水の個性も重要になります︒

アルソアR&Dセンターにて、
水・素材を開発、研究。安全
性や成分に徹底的にこだわっ
ている。

佐々木 角層は ％以上水分がある

65

だけでなく︑含まれている﹁バラン

いつも安定した
元気な肌でいるために
頼りにしています

65
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佐々木辰雄

保湿を続けてください︒

木村佳乃

Kimura Yoshino

〈左から〉

セルローション〈化粧水〉

木村 北海道の十勝川温泉︑モール

にあわせて、個性を見極めた最適な水を提案され

木村 ありがとうございます︒

む水のほか、お野菜を洗う水も、それぞれの目的

水は化粧水みたいですよね︒

「十勝で入ったモール温泉はお湯の中にしっとり

スキンケアの主原料としての「水」にこだわり、
「良質な水をつくる」ことに
研究を重ねてきたアルソア。創立50周年を迎える今、
水の大切さ、水の持つ可能性に迫ります。

Anniversary
Message

20

めて実感しました」

「出 会って か ら 使 い 続 け て い る
セルローションとセルエッセンス。
お守りのような存在です」

るからこそ誕生したスキンケア製品だと、あらた

Yoshino loves ARSOA
ていると聞きました。そこまで水にこだわってい

ンは
ローショ ます
使い
たっぷり

肌の感触が水でこんなに違うことを
“モール水”で気づきました

大切なのは
よい水を選ぶこと
50th

アルソアR＆Dセンター
基礎研究ユニット マネージャー

すべては

Special
×
Talk アルソアR＆Dセンター研究員

ジにつながるおそれがあります。水道

たことで水に凹凸を生み出します。これ

水中の塩素は酸化力が強く、肌や髪の

により、やさしい肌あたりなのにリズミカ
ルな水流が生まれ、またその水にたっぷ
り含まれたピュア・バブルも相乗効果と
なって、肌や髪、頭皮の汚れを浮かし
て落としやすくします。その結果、こ
れまでシャンプーや石けんを「流す」だ
けだったシャワーから、肌や髪、頭皮の
汚れを「落として流す」という働きを備
えたシャワーへと進化したのです！

残留塩素を取り除くことにこだわった
のがスパピュア。本体内蔵の活性炭フィ
ルター通過時に瞬時に取り除き、99％
以上の残留塩素除
去を叶えました。

「 除く」から「活かす」へ——

してよかったです。

長野県・IN さん

に出会い、体の調子がよくなり
ました。肌にも目が行くように
なり、少しずつ、ツヤ玉お

肌になっています。幸年期♡

になりました。
ありがとう。

yoko.nakajima

週1回、セルジェルを使って肌も

心も癒されています。毎日、自

分を癒す時間をつくれる

アルソア クイーンシルバーの
泡は最高です♡

mi_yuki39

Q4

カートリッジの交換頻度は？

「カートリッジは標準的な使用頻度で
年1回の交換を推奨しています」

Q5 原水との切り替えは？

「切り替えダイヤルで簡単に使い分けできま
す。お風呂掃除には原水がおすすめです」

ウルトラファインバブル
1µm未満
マイクロバブル
1〜100µm未満

Q3 お湯はりはできますか？

「シャワーヘッドをワンタッチで
取り外すことでお湯はりができます」

毛髪
約80µm

ピュア・バブル
毛穴ほどの大きさから、毛髪ほどの大きさ、そしてそれらよりずっと
小さい1μｍ未満の微細な泡が組み合わさって「ピュア・バブル」に。
（自社調べ）

バスタブにも
「ピュア・バブル」を
お湯はりもぜひスパピュア
で。
シャワーヘッドをワンタッ
チで取り外し、シャワーホー
スを固定すればバスタブでも
ピュア・バブルを楽しめます。

［ ワンタッチでお湯はり ］

水道のお湯と比べて、スパピュアを通

注

目ポイント
｜

く助かります。アルソアに

「シャワー使用では、標準型のシャワーヘッドと
（自社調べ）
比べて最大40％の節水パワーを発揮します」

毛穴
約100〜300µm

3つの機能に注目
「浄水」機能に加え、超微細な
泡「ピュア・バブル＊」と、リズ
ミカルな水流をつくる「シャ
ワー盤」で、汚れを落として
肌や髪をはぐくむ水に。

したお湯は非常に細かい泡を含んでい
ます。これが、毛穴ほどの泡から毛穴
よりも極めて小さな泡まで、様々な大
きさの微細な泡を含んだ「ピュア・バ
ブル」です。これらの泡には汚れを包
み込んだり浮かせたりするチカラが
あり、またピュア・バブルは毛穴や肌
の表面を包み込んでくれるため、しっ
とりなめらかな質感で、入浴後も全
身のポカポカが続きます。
＊マイクロバブルやウルトラファインバ
ブルなど様々な大きさの微細な泡のこと

超微細な泡で汚れを
包み込んで浮かす

いろ教えてくれるので、すごー

Q2 節水効果はありますか？

美と健康をはぐくむ

思います。サロンに行くとス

タッフさんがていねいにいろ

µm=マイクロメートル

アルソアは︑創立当初か

が明るくなったように

「既設のシャワーホースとスパピュアをつな
ぐだけ。工具なしで簡単に取り付けられます」

開発者
の想い

ら﹁水﹂にこだわってき

ぱっとしない更年期にアルソア

す が 、肌 に あうのか顔色

Q1 設置は簡単ですか？

ました︒スキンケアやヘアケア製品

『アルソア アイ』編集部に届いた、
皆さまの素敵なエピソード。
インスタグラムとハガキの
両方で募集中！

友だちに紹 介してもらい、
アルソアを 使 用 し て い ま

のよさを引き出すために︑洗う﹁水﹂

開発者に聞くスパピュア

そのものをきちんと選びこだわるこ

ハートフル
エピソード

Q&A

バブル シャワー

とで︑製品のチカラをよりよく活か

感動をシェア！
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浄水

arbre de soie（アルブル・ド・ソア／仏語でねむの樹）は、
アルソアの社名の由来です。

ARSOA EPISODE

せるのではないか︱︱そ う考えて約

ねむの樹の家

25

年前に﹁肌のための浄水器﹂を生

vol.2

み出しました︒

（本体価格 18,000円）送料別

水に含まれるミネラルのバランス

交換カートリッジ
19,800円

0.3mmの微細な穴が独自の配列で並ぶことで、水
に豊かなうねりが生まれます。

も大切ですが︑
水圧や温度など︑
様々

（本体価格 48,000円）

な要素が組み合わさって
﹁水の個性﹂

〈バスルーム用浄水器〉
52,800円

が生まれます︒この個性を理解し︑

D

スパピュア

肌や髪︑頭皮がより健康に美しく育

R

水のチカラで「はぐくむ」を実現！
つための水を追求して誕生したのが

コチャママ

美と健康の源は「水」
にあるーーそう考えてきたアルソアが、こだわり抜いて開発したバスルーム用浄水器、
「コチャママ スパピュア」
。余計なものを取り除くだけでなく、すこやかな肌や髪をはぐくむ新機能を備えました。

﹁コチャママ スパピュア﹂です︒

NEW

美をはぐくむバスタイム

99

き起こしたりします。そこで徹底的に

（アルソア ＆ センター 佐々木辰雄）

［ オリジナルのシャワー盤 ］

たんぱく質を酸化させたり、乾燥を引

ピュア肌 も ピュア髪 も ピュア頭皮 も
Ideal
Bathtime 美活浄水器「コチャママ スパピュア」
の新機能に注目！

｜

｜

細な穴を、特殊な配列パターンで並べ

目ポイント

残留塩素を
％以上取り除く

残留塩素は肌トラブルやヘアダメー

リズミカルな水流で
やさしく、しっかり落とす

スパピュアのシャワー盤は0.3mmの微

注

｜

｜

目ポイント

｜

注

をアルソアではピュア・バブルと呼んで
います
12

発酵が教えてくれる
ホリスティックな世界観

年以上

ここまで発酵の世界に夢中になる

健 康 効 果 に 加 え て、小 倉 さ ん が

感もありますね」

によいものを摂っているという納得

酵素』はマイルドで飲みやすい。体

で酸っぱいかと思ったら、
『ジオリナ

の中でも比較的強い酸をだす菌なの

が 大 切。ラ ク ト バ チ ル ス は 乳 酸 菌

を提案しているんですよね？ それ

も、毎日少量ずつ飲むという習慣化

よ。アルソアさんの『ジオリナ 酵素』

ない。だから習慣化しやすいんです

は ん は 毎 日 同 じ も の で も 違 和 感が

続 け て い ま す。夕 食 と 違 い、朝 ご

物、 納 豆 を 食 べ る こ と を

べ る こ と。僕 は、お 味 噌 汁 と お 漬

コツは何でしょう。
「 朝ごはんに食

慣化すること、と小倉さん。継続の

大切なのは、発酵食品の摂取を習

小倉ヒラク

理 由 は あ る の で し ょ う か？「 牛
乳に乳酸菌がくっついて
ヨーグルトになるという風
に、目 に 見 え な い 微 生 物 が
食べものを美味しく変身さ
せてくれるのが発酵です。だ

を切り拓くスペシャリストなのです。
小倉さんが発酵に興味を持った
きっかけは、 代の頃に体調を崩し

える定義は、
『見えな い 発 酵 菌 たち

事をしているのでしょう？「僕が考

なれない肩書きですが、どういう仕

びる小倉ヒラクさん。なかなか聞き

「発酵デザイナー」として注目を浴

状 を 起 こ す タ イ プ と、 代 謝 の サ イ

けると、悪い菌などが入ってきて症

たそうです。
「病気って、大きく分

ら、体調不良が徐々に改善して驚い

発酵食品を意識的に摂るようにした

たこと。ファスティングをしたり、

人間の役に立つ菌の働き
目に見えない奥深い世界

の働きを、デザインを通して見える

できる生命工学ですが、味の違いや

想に。発酵という現象は化学式に変換

づき「発酵＋文化人類学」という発

研究した文化人類学に似ていると気

の世界を覗き込む中で、大学時代に

を収集し発酵の研究に没頭。微生物

など発酵に関わる場所を訪ね、素材

日本全国の味噌蔵や酒蔵、醸造家

ますね。僕にとって、発酵食品は、

よい方に引き戻される感覚があり

か け た 体 の サ イ ク ル が、 ち ょ っ と

す。発酵食品を摂ることで、崩壊し

し、自分の経験からも実感していま

研究によって明らかにされています

アプローチすることが、ある程度、

い ま す。 発 酵 食 品 は、 こ の 後 者 に

壊するタイプのふたつがあると思

クルが狂うなど自分の内側から崩

人の好みは化学式に変換できない社
健康のお守り的存在です！」

ようにするひと』です」

会学。小倉さんは、発酵の新しい世界

から発酵に関わると、あるモノとあ
るモノが実は結びついているといっ
た、ホリスティックな考え方が身近
になるのが面白いですね」
きれいな水を求めて、東京から山
梨に引っ越した小倉さん。アルソア
の自社農園レインボーファームで、
土にふれたり、堆肥を見学したり、
アルソアの も のづくりや発酵の現場
にもふれました。
「 非常にユニーク
なアプローチで製品づくりをしてい
るんだなと思いました。生態系サイ
クルから健康によい成分だけを取り
出して、健康食品をつくるというの
が、現代では一般的。でも、アルソア
さんは、無農薬で育てた野菜と微生
物の循環を尊重して、そこから抽出
されるものをじっと待って製品をつ
くっている。こういう醸造法的なア
プローチは、なかなか手間も時間も
かかると思うのですが、自然との調
和を大切にしたいという企業理念と
結びついているんでしょうね。化粧
品会社が、
製品づくりだけではなく、
自然調和型農法に力をいれ、一次産
業を活性化させて環境を守ってい
る。次世代のためにもなる、素晴ら

植物性の原料を使用した、自家製造の
堆肥を見学。
「発酵のすごくよい匂い。
植物の香り、こんなの初めてです！」
季節の無農薬野菜と黒糖を、乳酸菌などのチカラで自然
発酵させ、
「ジオリナ 酵素」をつくります。

小淵沢の本社内、エアガーデンにて。
「こ
こはとても気持ちのいいところですね」

しい社会貢献活動だと思いました」

〈右から／中央は小倉ヒラクさん〉
アルソアR&Dセンター
ヘルスケアユニット ユニットマネージャー
山田一木
オーガニックファーム ユニットマネージャー 山野洋輝
製造・生産・製品開発グループ グループ長 横山一宏
アルソアR＆Dセンター チーフ・フェロー
高橋知也

Ogura Hiraku

小倉ヒラク

20
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発酵デザイナー

「人と自然との調和の中に、真の健康と幸福を創る」
。
アルソアの理念に共感する識者へのインタビュー連載。
第二回のゲストは、発酵デザイナーの小倉ヒラクさんです。

しあわせ

「発酵食品は、
体のサイクルを
よい方に引き戻してくれます」

おぐら・ひらく●企業でデザイナーとして活動した後、東京農業
大学で研究生になり発酵学を学び、山梨県甲州市に「発酵ラボ」
を創設。海外でも発酵文化の伝道師として活動する。著書に『発
酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』
（木楽舎）など
アルソアレインボーファームの山野と熱く語り合う小倉さん。自家製造の堆肥を施した土で栽培した野菜は、
健康で見た目も美しく成長し、味も濃くなります。

2
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発酵
レンジャー！
アルソア本社にて、発酵に並々ならぬ情熱を
持つ５人による“発酵レンジャー”結成！？

歓喜の循環

All Products

All Products

M A K E-U P

S K I N 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

60ml 4,400円
（本体価格 4,000円）

Foundation

（本体価格 4,200円）
40ml 4,620円

ARSOA
QUEEN
SILVER

25g 4,400円
（本体価格 4,000円）

アルソア クイーンシルバー

〈枠練石けん〉

（本体価格 4,000円）
標準重量135g 4,400円
標準重量 70g 2,420円
（本体価格 2,200円）

リベスト
リキッドファンデーション

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
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

（本体価格 4,800円）
10g 全5色 各5,280円
リフィル 10g 全5色 各3,960円
（本体価格 3,600円）

（本体価格 5,000円）
20ml 全3色 各5,500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

SPF15 PA+

ARSOA
CLAY
PACK

アルソア セット３
（Ⅰ）
12,210円
（本体価格 11,100円）

アルソア セット３
（Ⅱ）

アルソア クレイパック

12,210円
（本体価格 11,100円）

〈パック〉

アルソア セット３
（ CELL）

（本体価格 3,500円）
100g 3,850円

13,640円
（本体価格 12,400円）

ソナディス ボーテ セット３

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）

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）

120g 3,300円
（本体価格 3,000円）

ARSOA
LOTION

アルソア ローションⅠ

アルソア ローションⅡ

〈化粧水〉

ARSOA
ESSENCE

リフィル 全15色 各1,540円
（本体価格 1,400円）

（本体価格 3,500円）
150ml 3,850円

（本体価格 4,800円）
150ml 5,280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

N204 ダイヤモンドダスト
N205 トワイライトベージュ
N206 ジャスパーレッド

W207 サンライト
W208 オレンジミスト
W209 ピノブラウン

C210 オーロラブルー
C211 オーシャンレイ

N212 コモレビイエロー
N213 ローズクラウド

W214 デューンゴールド
W215 サバンナグリーン

ホルダー		
1,760円
（本体価格 1,600円）
リフィル 全2色 各1,760円
（本体価格 1,600円）

ARSOA
SPECIAL
CARE

550 ダークブラウン
560 ダークグレー

New!

リベスト ブラッシュオン

C401 ハピネスピンク
C404 グレースローズ

New!

N402 ディライトコーラル
N405 シフォンホワイト

リベスト リップカラー

リフィル 全10色 各1,100円
（本体価格 1,000円）
C701
C702
C703
N704
N705
N706
W707
W708
W709
80 		

ビーナスピンク
パレスピンク
セーブルローズ マット
グアバピンク
オペラレッド
レッドリリー
オレンジゼラニウム マット
ピーチヴェール
ガナッシュブラウン
マジックティント

W403 チアフルオレンジ
N406 セピアベージュ

リベスト リップグロス
全3色 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）

（本体価格 13,000円）
25ml 14,300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〉

（本体価格 4,500円）
50ml 4,950円

（本体価格 8,000円）
50ml 8,800円

アルソア セルジェル

アルソア
モイスチュアージェル

（本体価格 5,000円）
35ml 5,500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
（本体価格 7,000円）
7,700円

リベスト アイライナーA

〈美容液〉

（本体価格 8,000円）
30ml 8,800円

〈美容ジェルオイル〉

リフィル 全6色 各1,980円
（本体価格 1,800円）

Lip

リベスト アイブロウA

〈美容液〉

（本体価格 5,000円）
30ml 5,500円

補う

Cheek

C201 マザーシェル
C202 シルバームーン
C203 カームブラック

〈化粧水〉

（本体価格 3,500円）
150ml 3,850円

〈美容液〉

Eye Make-up

アルソア セルローション

〈化粧水〉

保つ

リベスト
メイクオフ

15,510円
（本体価格 14,100円）

潤す

リベスト
プレストパウダーS

リベスト シェードオン

アルソア クイーンシルバー ケース 135g用付

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

リベスト
フェイスパウダー＃

New!

135g・70g用
各110円
（本体価格 100円）

（本体価格 2,200円）
標準重量 70g 2,420円

3ステップが
セットになった
「セット3」

除く

101
102
103
104
105

Eye

アルソア
クイーンシルバー ケース

アルソア クイーンシルバーPF
無香料
〈枠練石けん〉

30g 全5色 各3,850円
（本体価格 3,500円）

Powder /
Make-up
Remover

SPF25 PA++

リベスト
モイストメイクアップベース

洗う

Make-up
Base

（30ml×1枚）
×5包
（本体価格 7,500円）
8,250円

（本体価格 3,800円）
30g 4,180円

ホルダー
1,760円
（本体価格 1,600円）
リフィル 全2色 各1,760円
（本体価格 1,600円）
500 ダークブラウン
510 ダークグレー

Sensitive
Skin Care

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

（本体価格 2,000円）

2,200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〉

標準重量100g
3,850円
（本体価格 3,500円）

20g 2,750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〉

（本体価格 4,300円）
80g 4,730円

〈美容液〉

（本体価格 5,700円）
120ml 6,270円

（本体価格 15,000円）
40ml 16,500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〉
（本体価格 850円）
（ケース付） 935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〉
（本体価格 350円）
385円

リベスト
替えコットンパフ

〈フェイスパウダー＃用〉
（本体価格 850円）
935円
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リベスト
シフターネット

〈フェイスパウダー＃用〉
（本体価格 100円）
110円

リベスト
替えパフ

〈プレストパウダーS用〉
（本体価格 300円）
330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
シェードオンパレットケース

メイクアップブラシセット

990円
（本体価格 900円）

1 No.1 フェイスブラシ
9,680円
（本体価格 8,800円）
2 No.2 チークブラシ
5,500円
（本体価格 5,000円）
3 No.3 アイシャドーブラシ
（大） 6,820円
（本体価格 6,200円）
4 No.4 アイシャドーブラシ
（中） 1,650円
（本体価格 1,500円）
5 No.5 アイシャドーブラシ
（小） 990円
（本体価格 900円）
6 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）

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
リップカラーケース

リベスト
メイクカラーハーモニーケース

990円
（本体価格 900円）

1,870円
（本体価格 1,700円）

セッ
ト価格 29,700円
（本体価格 27,000円）

■替えアイシャドーチップ
（大）3本入り
■替えアイシャドーチップ
（小）3本入り

7 No.7 眉ブラシ＆コーム
8 No.8 リップブラシ
9 メイクアップブラシケース

660円
（本体価格 600円）
660円
（本体価格 600円）

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）

1

2

3 4 56

7

8

1

2

3

5

6

4 リベスト 替えリップブラシ

2 リベスト 替えアイシャドーブラシ

5 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）

9

4

1 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）

3 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）

6 眉ブラシ＆コーム
550円
（本体価格 500円）
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All Products

All Products

OTHERS

HAIR CARE
HAIR
CARE

健
健 康を
はぐくむ

SCALP CARE

アルソア シャンプー

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）

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）

アルソア
スカルプローション
医薬部外品

150ml
2,970円
（本体価格 2,700円）

ジオリナ 白鶴霊芝EX

ジオリナ 酵素

■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）

白鶴霊芝ティ
48g
（1.6g×30袋）
4,104円
（本体価格 3,800円）

ジオリナ 酵素プラス

ジオリナ 白鶴霊芝AG

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）

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

220g
3,080円
（本体価格 2,800円）

アルソア
スカルプエッセンス
医薬部外品

アルソア ヘアミスト

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）

100ml
4,950円
（本体価格 4,500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

OTHERS
ジオリナ 霊芝
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 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）

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）

（本体価格 7,000円）
220g
（110g×2袋）7,560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

ジオリナ ビエッセEX

ジオリナ リナカンC

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）

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）

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

ライフォリジン
サーキュラ

ライフォリジン
ミネラル

225g
（7.5g×30袋）
8,640円
（本体価格 8,000円）

285g
（9.5g×30袋）
16,200円
（本体価格 15,000円）

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

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

200ml
（本体価格 2,000円）
2,200円

プリシーノ バスパウダー

〈浴用化粧料〉

30g×15包
（本体価格 3,000円）
3,300円

アピブラシ

〈ボディブラシ〉
（本体価格 3,000円）
3,300円

■栄養機能食品：ビタミンC

ライフォリジン
セルエナジー

ライフォリジン Fe

500ml
（本体価格 2,500円）
2,750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
オメガ３

ライフォリジン
クリア

67.5g
（450mg×150粒）
9,720円
（本体価格 9,000円）

27.6g
（460mg×60粒）
4,104円
（本体価格 3,800円）

清流

〈バスルーム用浄水器〉

（本体価格 76,000円）
83,600円
交換カー
トリッジ 39,600円
（本体価格 36,000円）
送料別
（φ164mm×H350mm／3.3kg）

（本体価格 52,000円）
57,200円
交換カー
トリッジ 29,700円
（本体価格 27,000円）
送料別
（W180mm×H251mm×D98mm／1.95kg）

（本体価格 48,000円）
52,800円
交換カー
トリッジ 19,800円
（本体価格 18,000円）
送料別
（φ120mm×H283.5mm／0.95kg）

（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

es
en

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。

New!

コチャママ スパピュア

〈飲料用浄活水器＊〉

pr

アルソア製品を愛してくださるお客さまへ

コチャママ クックアクアメイト

〈飲料用浄活水器＊〉

t

※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

※写真はイメージです。

0120-04-4912／9:30～17:00（土・日・祝日を除く）

ご応募の方から抽選で10名さまに「季節のフラワーブーケ」をプレゼント！
「Maison de l'arbre de soie（ねむの樹の家）
（
」p.13）
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読者参加型企画「ハートフルエピソー
ド」を教えてください。

2022年8月31日（水）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.131」編集室

インスタグラムでの応募方法
（＠arsoa_official）
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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創立 50 周年 、ありがとう

この先も美しさを見つめて
131
Vol.

自然の力で、人は輝く。

2022 SUMMER

2022年6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。

アルソア クイーンシルバー〈枠練石けん〉

〈上から〉

アルソア クレイパック〈パック〉

標準重量135g 4,400円（本体価格 4,000円）

アルソア セルローション〈化粧水〉

100g 3,850円（本体価格 3,500円）

150ml 5,280円（本体価格 4,800円）

