
SHANDORA





日本古来から受け継がれてきた幾千の恵み。
SHANDORAが想い描いた日本の神髄が魅了する美しく輝きに満ちた世界。
SHANDORAは過去、今ある不可能を可能にし、多種多様な時代の変化にも

美しく咲き彩れる数々の表現を創り出してきました。
【HOS.JAPAN】は、日本全国の各地方産地から
壮大な大地と自然の恵みが彩り創り出した
幸福に満たされた魅惑の旅へとご招待します。

SHANDORAの夢...
HOS.JAPANは各地域が力強く育んだ恵みを多くの悩める人々の光となること。

日本各地域の生産者に地域還元する事で、日本全体が優しさと思いやりに満ち溢れ、
解放感と幸福感に満たされている世界を実現したいと考えています。

SHANDORAは
いつもあなたとともに。



World Tree株式会社は
持続可能な未来を目指し、
人との繋がりや製品を通して

様々な人権問題・環境問題の対策に取り組んでいます。

【発送箱について】
FSC認証活用した資材を元に作られており、
商品の形状や配送量に合った形・サイズを
採用することで、廃棄物を削減する。

【使用ボトルについて】
2030年までに『再生可能な生物由来の資源を原料』にした
『バイオマスプラスチック』
(大気中へ排出された二酸化炭素は、光合成によって再び植物に固
定される）に切り替え、地上の二酸化炭素の増減に影響を与えない
”環境にやさしい”とする物への切り替えを目指す。

【GIFTBOXについて】
紙製のパッケージによる脱プラを目指すだけでなく、
素材の選定を配慮することで、
より持続可能な社会への取り組みを高めることが可能となる。

【インクについて】
HOS.JAPANのパンフレット印刷には『ベジタブルインキ』

（再生産可能な大豆油、亜麻仁油、ヤシ油、パーム油などから生産された
インキ）が使用され、生分解性が高く、揮発性有機化合物(ＶＯＣ)の
排出もほとんどないことから環境負荷低減に寄与する。
全ての紙素材をFSC認証紙などの環境に配慮した紙素材へ置き換え、
2030年までに、セット箱、梱包材全ての紙素材の置き換えを実現する。

ジェンダー平等を実現し、すべての従業員の能力強化の促進及び、
ひとり一人を尊重する社風の醸成により、ディーセント・ワークを実現する。

HOS.JAPAN（World Treeの商品ブランド）は、
日本の各地域の自然風土で

培われた植物からとれる効果的な原料や成分を使用した
商品開発・普及を

パートナーシップで実現し、地域貢献を果たす。

商品製造及び流通のプロセスにおける環境負荷を軽減し環境に
配慮した社会の実現に貢献する。

管理職の割合をより高くする方針を策定する。

・子育て世代の短時間勤務や子供手当てなどの育児支援を行い、
女性社員が活躍できる環境づくりや多方面にわたるサポートを行う。

・働きやすい快適な環境を提供し、美容師以外の分野でも
幅広く活躍出来る事業展開の可能性を高め合いながら

向上できる体制づくりを推進する。

・各地域から優れた原料や成分を調達・配合する事で、その地域の商品生産を持続可能し、
地域の農業や産業への貢献で地域の活性化に協力する。

・開発した商品（シャンプーやトリートメント等）の普及が拡大することで、地域の経済力が
アップし、健康な頭皮の育成・髪の美的向上なども促進され、付加価値の創造が見込まれる。

・協力会社とのパートナーシップ強化による企画による品質向上を目指し、普及のスピードを
高めていく。

能力強化、人材育成を促進する。

・包摂的かつ公平で質の高い従業員教育を提供し、技術・技能
の向上とともに、生涯学習の機会を設ける。

・資格取得・目標達成支援教育を行う。

“サステナブルな社会”の実現に向けて
私たちの会社は働く人達や地球を守るために

日々の暮らしでできること。
働きやすい環境・平和で豊かな地球環境に配慮した

【サロン企業】【ヘアケアブランド】でありたい。



各地域の植物の力強さが
悩みを解放する

日本各地域の自然風土の中で最も力強く生き抜いている
植物が、肌や髪を優しく包み込みサポートします。
日常のストレスが蓄積されることにより肌や髪は活力が
低下し、ハリや弾力、艶やまとまりがなくなり、より外
的ストレスを受けやすい状態になります。そのような状
態には上質かつ贅沢に配合された改善成分をふんだんに
使用した集中ケアをおすすめ致します。
続けてご使用頂くことで、肌や髪はバランスを取り戻し
活き活きと甦ります。

各地方成分 名 香

実在しない花の香りで
呼吸法を味方につける

日本中で最も華やかで幸せに満ちた特別なフレグラン
ス。 HOS.JAPANは個性を備えながらも親しみやすい
魅力を持つ実際には存在しない理想の花を創り出しま
した。重苦しくもなく、官能的であり、ふんわりと軽
く、しっかりと主張すること。
それは相容れないものを組み合わせることで、今まで
にない魅力的かつ幸福感に満たされたフレグランスに
仕上げました。

先端科学有効成分

不可能を可能にする先端有効成分で
最も効果的に

現代科学に基づく、最大限に効果的なアプローチで、
どの肌質や髪質にも最も最適な状態へ整えます。
先天的な性質から後天的に起きたストレスにも最大限か
つ効果的に改善しサポートします。
センシティブな状態ほど高濃度であり、効果的な改善成
分をふんだんに使用した集中ケアをおすすめ致します。
続けてご使用いただくことで、肌や髪はバランスを取り
戻し活き活きと甦ります。

テクスチャー

心までケアできる
ストレスフリーテクスチャー

手からこぼれ落ちないよう考え造られたテクスチャー。
毎日使うアイテムだから、肌触りや髪触り、彩りもスト
レスフリーでありたい。きめ細かな濃密泡とクッション
性で肌や髪に負担をかけない泡立ちの良さと吸い込まれ
るような泡馴染みはまるでフワフワの綿アメ。
それなのに流しの泡キレの良さでスッキリと洗い上げま
す。
指先、肌感で感じリラックスできる心地良さを体験して
みてください。



A fancy flower 空想の花
柔らかくも爽快感香らせるシトロン、繊細なジャスミン、活気あふれるチークウッドの香りが絡み合う、

上品でありながらエネルギーに満ちたフローラルスパークリングノート。
香りは、シトロン・ヴェチパー・ジャスミンをはじめとしたフレッシュでみずみずしい香りから始まりながら

ホワイトムスクが柔らかく包み込みます。
軽さの中に洗練された上質な香りは、男女問わず受けも抜群。

そこから徐々にパチュリ・ピンクペッパーやヒヤシンスが香り、軽やかながら上品で若々しくエネルギーが溢れる
ストーリーが始まります。

柔らかいフローラルの香りを甘さが包み、ウッドの香りが上質さを表現させます。
濃厚かつフワッと軽さを主張しながら優しく柔らかい、そんな両面を持ち合わせたニュアンスが理想的な髪質を創り出します。

フレッシュで甘すぎず、心地良く魅了される幸福感と意外性に満ちたラッキーチャームフレグランス。

【レブリン酸】
本来水が出入りする場所を酸が結合(架橋)することで自然水を封鎖することにより
髪の毛の中に余分な水分が入りずらくなり、髪の毛を擬似的に疎水性に振ることができます。
毛髪内部のコルテックスに芯をつくり、ハリやコシを与えるという流れで毛髪を変化させていきます。
ツヤと柔らかさを髪に与え、落ち着きのある指通りの良い状態を作ります。
※コルテックス…髪のしなやかさや強さを生み出すもと

【グルタミン酸】
吸湿性が高く、空気中から水分をかき集めて角質層に供給するなど、
皮膚の保護や保湿効果に優れてることから美容成分としても採用されています。

【アラニン】
肌を弱酸性に保つためターンオーバーが正常に行なわれ、しっとりとした若々しい肌を期待できます。
よく育毛剤に添加されていますが、これは頭皮の乾燥を防ぎ環境を良くすることで、髪の成長作用を改
善することを狙ってのことです。
また、傷んだ髪をまとまりやすくしっとりさせる効果をもたらします。

【アルギニン】
角質層のNMFという天然保湿因子を形成する成分の一つで保湿作用があることがわかっています。
免疫細胞を活性化させる働きがありニキビや傷などでダメージを受けた組織を修復する成分の合成を助
けます。
血流を改善する働きがあるため肌や頭皮に使用することで血行改善効果も期待できます。

【リシン】
保湿効果が高いので肌荒れを防ぎ柔軟性のある肌になるとされ、皮膚のコンディショニング成分として
配合されています。
様々な抜け毛の原因にアプローチすることがわかっており、頭皮環境の改善効果もあります。

【トレオニン】
コラーゲン生成の際に使用される成分なので肌のうるおいを保ち、ハリのある若々しい肌になる助けとな
ります。肌細胞の活性化や保湿作用効果、紫外線防止作用があることから化粧品だけでなく頭皮環境や
髪のハリ・コシを改善する成分として配合されています。

【プロリン】
保湿力が高く角質層の新陳代謝を促してくれ、皮膚とのなじみも良い。
頭皮や髪のコンディションを整える作用があります。

【イソステアリン酸】
感触の良い化粧用油性成分で他の化粧品原料と相溶性に優れ、製剤にツヤを与え、のび、すべりの改善な
どに使われる。エモリエント効果や、粘度安定効果もある。

【ジグルコシル没食子酸】
ジグルコシル没食子酸のポリフェノール誘導体は髪の傷んだ部分に吸着するメカニズム。
この「擬似キューティクル」が、内部の大切な成分の流出を防ぎ、同時に外部の刺激からも守ります。

【PCA-Na】
サトウキビなどの糖蜜から採られたグルタミン酸というアミノ酸の一種から作られます。
保湿の力があるのでお肌を乾燥から守ってくれます。
乾燥したお肌は弾力が失われ、ガサガサでキメが乱れハリやツヤもなくなりがちになります。
乾燥肌が引き起こす小じわやくすみ、毛穴の目立ちなどから保湿をすることにより予防することが出来ま
す。また、髪の毛のきしみの改善や毛髪の保護などに適しています。

北海道地方の神髄があなたをふんわりしなやかに包み込みます。

【北海道】水溶性プロテオグリカン
ターンオーバーのペースを整えるなど、EGFに似た働きをする力が備わっており、その機能をEGF樣効果と呼びます。

プロテオグリカンには肌の保湿やハり、正常なターンオーバーを保つこと以外に、抗酸化行用もあります。老化の原因ともいわれているのが活性酸素です。

【北海道】褐藻エキス
メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐとともに、うるおいによって肌全体を透明感のある明るい印象に整えます。

【北海道】 トウキ根エキス
肌に潤いを与え、肌荒れを防ぎます。

色素の沈着を防ぎ、シワの発生を抑え、血行促進が期待されます。

【北海道】センキュウ根茎エキス
血行促進、消炎、鎮静作期があるので、くすみ、肌流れ予防に働きかけます。

また、血流改善を促して肌の基礎代謝を上げることで、活き活きとした肌へと整えます。

上品かつ若々しいしいエネルギーが弾け、
煌めき幸福感に溢れる爽やかな印象を与えます。

シダーのクールさもかすかにあるため可愛らしいというよりは
媚びない愛らしい魅力を表現します。

一番最後のアンバーの余韻からも、品のあるセクシーさが感じられ。
可愛らしくも芯の通った快活で上品な香り。
ちょっぴり勇気を出したい勝負の日や、
大好きな人と向き合いたい日に…

フワッと軽く絹のように滑らかな指通りは
いつまでも愛おしく触っていたいと思える髪質へ…
前向きに自信を与えてくれる幸福感へと導きます。

先端科学有効成分が処方する。



A Fictitious flower 架空の花

癖がなく、柔らかくも華やかな花の香りがあなたをいつまでも記憶に残る存在へと仕上げます。
柔らかく包み込み甘さの残る香りは、あなたを一本の美しい花として上質で気品あふれる存在へと演出してくれるのです。

香りは、セイヨウナシをはじめとしたフレッシュでみずみずしいフルーツから始まります。
嫌味のないピュアで甘い香りは、どんな相手をも虜にし魅了することでしょう。

そこから徐々にマグノリアが香り、優雅でエレガントなブーケが幕を開けるのです。
気高いローズはまさしく女性の香り。

可愛らしい花々とフルーツの香りが繊細で美しく、みずみずしいフローラルフルーティフレグランス。

濃厚ですが、優しく柔らかいスズランなどの花がサポートすることによって、品のある女性像を作ります。

【トレオニン】
コラーゲン生成の際に使用される成分なので肌のうるおいを保ち、ハリのある若々しい肌になる助けとな
ります。肌細胞の活性化や保湿作用効果、紫外線帽子作用があることから化粧品だけでなく頭皮環境や
髪のハリ・コシを改善する成分として配合されています。

【プロリン】
保湿力が高く角質層の新陳代謝を促してくれますし、皮膚とのなじみも良い。
頭皮や髪のコンディションを整える作用があります。

【イソステアリン酸】
感触の良い化粧用油性成分で他の化粧品原料と相溶性に優れ、製剤にツヤを与え、のび、すべりの改善な
どに使われる。エモリエント効果や、粘度安定効果もある。

【ジグルコシル没食子酸】
ジグルコシル没食子酸のポリフェノール誘導体は髪の傷んだ部分に吸着するメカニズム。
この「擬似キューティクル」が、内部の大切な成分の流出を防ぎ、同時に外部の刺激からも守ります。

【PCA-Na】
サトウキビなどの糖蜜から採られたグルタミン酸というアミノ酸の一種から作られます。
保湿の力があるのでお肌を乾燥から守ってくれます。
乾燥したお肌は弾力が失われ、ガサガサでキメが乱れハリやツヤもなくなりがちになります。
乾燥肌が引き起こす小じわやくすみ、毛穴の目立ちなどから保湿をすることにより予防することが出来ま
す。また、髪の毛のきしみの改善や毛髪の保護などに適しています。

唯一無二の個を表現しながらも華やかな優美さが
他者を魅了し、自信を与えます。

いつもよりワンランク上の上質な自分を表現したい。

センシュアルで繊細な香りが
上品さも気品も妖艶さも

三拍子そろった他者を魅了する特別な存在になれる。

ありきたりな毎日に飽きてしまったり、
気になるあの人と関係を変えたい時に、

サラサラになびく艷髪が自分に自信を与えてくれます。

近畿地方の神髄があなたを柔らかくにしなやかに包み込みます。
【兵庫県】ユキノシタエキス

タンニンやフラボノイドを多く含み、肌を引きしめる収れん作用、美白作用、抗酸化、
紫外線による肌の老化を防ぐ抗老化作用（アンチエイジンク）があります。

紫外線によってダメージを受けたDNA損傷の修復を促進する作用や、紫外線によって作られる過酸化脂質の生成抑制作用、メラニン色素の生成を抑制する作用、
コラゲナーゼ(コラーゲンを分解する酵素)の活性を抑制してコラーゲンの分解を抑える作用があります。

【三重県】サガラメエキス
サガラメエキスは伊勢志摩の海からコンブ科の海藻「相良布(サガラメ)」から抽出。

保湿効果があり、肌を乾燥から守り、それによって肌のバリア機能も向上させ、保湿効果で至高の潤い肌が期待できます。
角層で水分を保持する天然保湿因子NMFと、角質細胞間にあって水分が逃げるのを防ぐセラミド。

この二つの成分が両方とも正常に存在して初めて潤い肌が得られます。

【京都府】 イロハモミジ葉エキス
イロハモミジに含まれるアントシアニンには抗酸化力があります。

紫外線などによって作られる活性酸素を作りにくくするのと同時に発生した活性酸素を分解する力を持っているのです。
これによってシワやたるみ、シミ、くすみの改善・予防に対して効果が期待されます。

【和歌山県】サンショウ果皮エキス
ヒスタミン遊離抑制およびヒアルロニダーゼ活性阻害による抗アレルギー作用。

コラゲナーゼおよびエラスターゼ活性阻害による抗老化作用。
チロシナーゼ活性促進による抗白髪作用。

サンショウエキスには白髪予防に効果的とされる成分が含まれています。
またサンショウエキスに含まれる新廉代謝の活性化や血行促進などの効果は、白髪予防にもよい影響を与えることが期待できます。

【レブリン酸】
本来水が出入りする場所を酸が結合(架橋)することで自然水を封鎖することで
髪の毛の中に余分な水分が入りずらくなり、髪の毛を擬似的に疎水性に振ることができます。
毛髪内部のコルテックスに芯をつくり、ハリやコシを与えるという流れで毛髪を変化させていきます。
ツヤと柔らかさを髪に与え、落ち着きのある指通りの良い状態を作ります。
※コルテックス…髪のしなやかさや強さを生み出すもと

【グルタミン酸】
吸湿性が高く、空気中から水分をかき集めて角質層に供給するなど、
皮膚の保護や保湿効果に優れてることから美容成分としても採用されています。

【アラニン】
肌を弱酸性に保つためターンオーバーが正常に行なわれ、しっとりとした若々しい肌を期待できます。
よく育毛剤に添加されていますが、これは頭皮の乾燥を防ぎ環境を良くすることで、髪の成長作用を改
善することを狙ってのことです。
また、傷んだ髪をまとまりやすくしっとりさせる効果をもたらします。

【アルギニン】
角質層のNMFという天然保湿因子を形成する成分の一つで保湿作用があることがわかっています。
免疫細胞を活性化させる働きがありニキビや傷などでダメージを受けた組織を修復する成分の合成を助
けます。
血流を改善する働きがあるため肌や頭皮に使用することで血行改善効果も期待できます。

【リシン】
保湿効果が高いので肌荒れを防ぎ柔軟性のある肌になるとされ、皮膚のコンディショニング成分として
配合されています。
様々な抜け毛の原因にアプローチすることがわかっており、頭皮環境の改善効果もあります。

先端科学有効成分が処方する。



A Imaginary flower 想像の花
凛としたシトラスと品のある甘さを持つフローラルノートが、

太陽の輝きのように明るく、眩くきらめきます。
4つの花が一斉に香り蜜のような甘さを放つのですが、

すっきり感やほのかなビター感、そしてフレッシュ感の方が目立つため想像以上に使いやすく感じます。
ゆるやかな香りの変遷はありますが分類的にはシングルノートの香り。

始めのうちはクールな印象があり、10〜15分も経つと大輪の花を思わせる華やかなフローラルノートに。
エキゾチックなジャスミンやリッチなイランイラン、フレッシュなオレンジブロッサム、

極上のグラースチュベローズが競い合うように香りだします。
スズランのグリーンノートや洋梨のフルーティーさが少量加えられているため、

まるで生花を思わせるニュアンス。
爽やかさが目立つ、優しい甘さが心地よく香ります。

【レブリン酸】
本来水が出入りする場所を酸が結合(架橋)することで自然水を封鎖することで
髪の毛の中に余分な水分が入りずらくなり、髪の毛を擬似的に疎水性に振ることができます。
毛髪内部のコルテックスに芯をつくり、ハリやコシを与えるという流れで毛髪を変化させていきます。
ツヤと柔らかさを髪に与え、落ち着きのある指通りの良い状態を作ります。
※コルテックス…髪のしなやかさや強さを生み出すもと

【グルタミン酸】
吸湿性が高く、空気中から水分をかき集めて角質層に供給するなど、
皮膚の保護や保湿効果に優れいることから美容成分としても採用されています。

【アラニン】
肌を弱酸性に保つためターンオーバーが正常に行なわれ、しっとりとした若々しい肌を期待できます。
よく育毛剤に添加されていますが、これは頭皮の乾燥を防ぎ環境を良くすることで、髪の成長作用を改
善することを狙ってのことです。
また、傷んだ髪をまとまりやすくしっとりさせる効果をもたらします。

【アルギニン】
角質層のNMFという天然保湿因子を形成する成分の一つで保湿作用があることがわかっています。
免疫細胞を活性化させる働きがありニキビや傷などでダメージを受けた組織を修復する成分の合成を助
けます。
血流を改善する働きがあるため肌や頭皮に使用することで血行改善効果も期待できます。

【リシン】
保湿効果が高いので肌荒れを防ぎ柔軟性のある肌になるとされ、皮膚のコンディショニング成分として
配合されています。
様々な抜け毛の原因にアプローチすることがわかっており、頭皮環境の改善効果もあります。

【トレオニン】
コラーゲン生成の際に使用される成分なので肌のうるおいを保ち、ハリのある若々しい肌になる助けとな
ります。肌細胞の活性化や保湿作用効果、紫外線帽子作用があることから化粧品だけでなく頭皮環境や
髪のハリ・コシを改善する成分として配合されています。

【プロリン】
保湿力が高く角質層の新陳代謝を促してくれますし、皮膚とのなじみも良い。
頭皮や髪のコンディションを整える作用があります。

【イソステアリン酸】
感触の良い化粧用油性成分で他の化粧品原料と相溶性に優れ、製剤にツヤを与え、のび、すべりの改善な
どに使われる。エモリエント効果や、粘度安定効果もある。

【ジグルコシル没食子酸】
ジグルコシル没食子酸のポリフェノール誘導体は髪の傷んだ部分に吸着するメカニズム。
この「擬似キューティクル」が、内部の大切な成分の流出を防ぎ、同時に外部の刺激からも守ります。

【PCA-Na】
サトウキビなどの糖蜜から採られたグルタミン酸というアミノ酸の一種から作られます。
保湿の力があるのでお肌を乾燥から守ってくれます。
乾燥したお肌は弾力が失われ、ガサガサでキメが乱れハリやツヤもなくなりがちになります。
乾燥肌が引き起こす小じわやくすみ、毛穴の目立ちなどから保湿をすることにより予防することが出来ま
す。また、髪の毛のきしみの改善や毛髪の保護などを目的にシャンプーにも使われています。

自分の可能性を信じ、臆することなく進み続けられる
希望に満ちた光を与えます。

爽やかな甘さを持つ媚びない色気と
明るい優美さを持つ香りが

現代を力強く生き抜き、上品で洗練された
高級感のあるあなたへ導きます。

広がり、扱いづらい髪を収まりの良い上質な質感へ。
それは誰しもがうっとりする美髪に。

中国地方の神髄があなたをしっとり柔らかく包み込みます。
【島根県】キハダ樹皮エキス

消炎作用、収れん作用、抗菌作用を利用して、ニキビ用化粧品や抗炎症用化粧品に使用されています。

【瀬戸内海】スサビノリエキス
「荒び海苔」と書き、ウシケノリ科アマノリ属の紅藻類の海藻です。

保湿作用に加え紫外線防止作用もあるため、常に乾燥しがちな髪や頭皮に塗布することで環境を改善し、
頭皮の細胞を活性化させる働きや髪の強度を高める作用が期待できます。

ヒアルロン酸を破壊する酵素ヒアルロニダーゼの働きを抑制するとの研究があり、
アトピーや敏感肌用の化粧品に使用すると、症状を和らげる助けとなります。
エイジングケアに使用すると、皮膚のハリや弾力性アップが期待できます。

【島根県】ハイブリッドローズ花エキス
島根県産の無農薬のバラから抽出された成分で、抗糖化作用を持っている天然成分です。

セラミドやコラーゲン、ヒアルロン酸といった保湿物質の糖化を抑え、肌の乾燥を防ぐ効果があり、頭皮の保湿にも効果が期待できます。
また、コラーゲン・セラミド・ヒアルロン酸などの、保湿物質が劣化していくと真皮内の細胞の弾力性が損なわれて、大きなシワの原因になります。

ほうれい線などが深くなるのがいい例です。また、糖化は、しみの原因になったりもするのです。
そのため、ハイブリッドローズ花エキスの効果・効能としては、抗糖化の他に、保湿、美白等の効果があります。

ハイブリッドローズ花エキスは肌の糖化や肌の老化防止を防ぐ事から肌のトラブルに良い、乾燥肌ケアのための保湿化粧品や化粧水等に使われています。

【広島県】レモン果汁
フルーツ酸の働きで髪のキューティクルを整えて輝きのある状態に戻してくれます。レモン果汁は自然が生んだ優れた原材料で、

お肌に負担をかけずに古い角質や余分な皮脂をすっきりと洗い流す働きがあります。
また、ブロンドヘアのくすみを防いで、明るいトーンをキープするのにも役立ちます。



先端科学有効成分が処方する。
【グリチルリチン酸2K】
抗炎症、抗アレルギー作用から慢性、急性の皮膚炎に対し著しい効果があり、
ニキビや肌荒れのケアなどに効果がある。
また、その効果は副腎皮質ホルモンより緩和で、 連続使用しても副作用が
ほとんど無いといわれ、医薬品をはじめ化粧品、日用品など幅広く使用され
ています。

【ヘマチン】
毛髪補修効果（髪と結合することで傷んだ髪を補修する効果）
アルカリ除去（ダメージの進行を抑制。パーマ、カラーの持ち向上）
抗酸化作用（紫外線やストレスから発生する活性酸素に反応して、老化から守る）
酵素チロシナーゼを活性化効果（白髪予防効果）
タンパク質と結合しようとする性質があるため、髪に塗ると毛髪のタンパク質「ケ
ラチン」と結合します。
ケラチンと結合することで、傷んでる毛髪を覆いダメージを補修するという効果が
あります。

A Ideal flower 現想の花
柔らかく、繊細なジャスミン、レモングラスの香りが

フレッシュかつ凛とした香りを主張しながらも優しさに包み込んでくれる瞬間からストーリーが始まります。

軽さと柔らかさをストレートに主張する力強さが混じり合い交錯し溶け合いながら、
ほのかにローズマリー、セイヨウナシの上品な香りが踊りだします。

フレッシュの中にもほのかに香る凛としたチャ葉・センブリに包まれ、生き抜く活力に満たされるシングルノートフレグランス。

【ボディーソープ】としても使用可能。敏感肌や炎症がある肌を優しく包み込み保湿しながらサポートします。
センシティブな肌・頭皮トラブルをリカバリーし、健康的で滑らかな状態へ導きトラブルの改善を促していきます。

センシティブな状況から生き抜く力強さと、
一歩を踏み出す勇気を与えます。

華やかさもありながら落ち着いた印象を与えたい
柔らかくも洗練された大人のあなたに導きます。

ストーリーのスタートから始まるジャスミン、レモングラスの香りは
あなたの気分を明るくし、気持ちを前向きにさせてくれます。

敏感肌や炎症を起こしている方の鎮静をしながら保湿しサポートし、
センシティブな頭皮や肌をリカバリーします。

凛と落ち着かせてくれる安心感が
あなたに勇気を与えてます。

【東北地方全域】ソメイヨシノ葉エキス
スキンケア製品に配合した場合は肌荒れ改善作用やかゆみの改善シミやくすみの原因といわれている

メラニン生成を抑える効果・保湿作用・美白作用・優れた抗炎症作用で赤みやかゆみを防ぐ効果があるといわれています。
育毛系では白髪の成長促進があると言われています。

【山形県】コメ発酵液
水分を保持する能力があり、お肌の水分蒸発、肌荒れを防ぎ、しっとりみずみずしい素肌へ導きます。

天然保湿因子（NMF）を構成しているアミノ酸やピーリング作川・抗酸化作用があるとされるフルーツ酸やキレート作用のある
クエン酸などの有機酸が含まれており、酒風呂と同じような効果が見込めます。

【山形】セイヨウナシ枝エキス
皮膚保湿効果・抗酸化効果・チロシナーゼ活性抑制・メラニン生成抑制。

山形県産ラ・フランスの枝から抽出したエキスで、農業廃棄物になる枝を再利用している環境にもやさしい化粧品原料です。

【青森県】ニンニク根エキス
血行促進効果、新陳代謝の向上、抗酸化作用、殺菌作用、細胞分裂の促進など様々な効果が期待できます。

中でも注目したいのが血行促進と細胞分裂の促進です。
血流がよくなることで毛根にエネルギーがいきわたり、毛母細胞が分裂することで発毛します。

また最近になり、"アリシン"のもととなる成分S-アリルシステイン"が、
元々人間の体内にあるホルモンの一種"IGF1"を増し、育毛を促進させる効果があることがわかってきました。

【青森県】リンゴ果実エキス
リンゴ酸やクエン酸が含まれている事で、天然のピーリング作用があるため、肌を柔らかくする機能があります。

また成分のタンニンが含まれているため、毛穴や皮膚線の引き締め、収れん効果が期待できます。
リンゴ果実エキスは抗酸化作用があるため活性酵素を抑制し、エイジングケア効果が期待できます。

また、紫外線防止効果、抗アレルギー機能などがあります。

【宮城県】サクシノイルアテロコラーゲン
キハダマグロの魚皮からコラーゲン蛋自質を加水分解して得られます。真皮に存在している結合組織のタンパク質の一種な
ので、肌によくなじみます。水溶性コラーゲンのアレルゲンとなる可能性のあるテロベプチドを酵素により取り除いて得ら

れるコラーゲンを、さらに固まりにくい構造に処理したものです。

東北地方の神髄があなたを優しく包み込みます。



中部地方の神髄があなたをクリアに柔らかく包み込みます。
【長野県】センブリエキス

センブリの開花期の全草から得られる抽出エキス。センブリは古くから
健胃、腹痛、虫下しなど民間薬として知られています。

センブリは千回振り出ししてもまだ苦いのでこの名があります。
スエルチアニンは育毛剤（医薬部外品）主剤として扱われています。

【長野県】シラカンバ樹皮エキス
シラカバ樹皮エキスにはフラボノイド、タンニン、サポニン、ベチュリン酸

などが含まれるため、様々な美肌効果が期待され、
多くの化粧品や石鹸などに幅広く利用されています。

また、育毛効果が期待されるとの研究結果も発表されました。
※シラカバエキスは樹皮だけでなく、葉なども使用したエキスです。

【山梨県】モモ葉エキス
保湿作用、抗炎症（抗アレルギー）作用、抗酸化（過酸化物抑制）作用、

刺激緩和作用、抗菌作用があり、性酸素消去作用が認められ、
老化予防化粧品などに広く使用されています。

【静岡県】キダチアロエ葉エキス
保湿、抗炎症、美白、紫外線吸収作用、チロシナーゼ活性阻害作用、収れん、

皮膚コンディショニングなどの効果が期待できます。

先端科学有効成分が処方する。
【グリチルリチン酸2K】
抗炎症、抗アレルギー作用から慢性、急性の皮膚炎に対し著しい効果があり、ニキビや肌荒れのケ
アなどに効果がある。また、その効果は副腎皮質ホルモンより緩和で、 連続使用しても副作用が
ほとんど無いといわれ、医薬品をはじめ化粧品、日用品など幅広く使用されています。

【ポリ-ε-リシン】
必須アミノ酸のL-リジンが直鎖状につながっているポリアミノ酸です。
トウモロコシなどを微生物発酵して生成されるポリマーで、天然の保湿剤です。
抗菌作用があり、カビ、細菌、心筋、黄色ブドウ球菌、大腸菌などに有効とされており、
食品にも使用されています。
抗菌性があるため、化粧品には防腐剤として添加されることがあります。
この成分だけでは弱いのですが、パラベンの分量を減らしたり、1,3-ブチレングリコール、
ポリオール系溶媒と併用したりすることでより安全で低刺激な製品を作ることができます。
その性質を利用して、パラベンフリーを謳うオーガニック化粧品やヘアカラートリートメントに
配合されています。
また保湿作用があり皮脂を取り過ぎないため、クレンジング剤にも使用されています。
静電気防止やキューティクル補修、指通りをよくする作用もある。

【ヘマチン】
毛髪補修効果（髪と結合することで傷んだ髪を補修する効果）
アルカリ除去（ダメージの進行を抑制。パーマ、カラーの持ち向上）
抗酸化作用（紫外線やストレスから発生する活性酸素に反応して、老化から守る）
酵素チロシナーゼを活性化効果（白髪予防効果）
タンパク質と結合しようとする性質があるため、髪に塗ると毛髪のタンパク質「ケラチン」と
結合します。
ケラチンと結合することで、傷んでる毛髪を覆いダメージを補修するという効果があります。

【メントール】
冷感作用、炎症止め効果があります。

【レゾルシン】
かゆみ殺菌、防腐、フケ角質剥離、として、毛穴をクリーンにする効果があり、にきびなどの予防化粧
品（医薬部外品）に使用されている。

【サリチル酸】
育毛を効果的におこなうためには頭皮を清潔な状態にする必要があります。
なぜなら頭皮に皮脂などの汚れが詰まった状態では栄養補給がスムーズにおこなえないからです。
サリチル酸には皮脂詰まりなどによって汚れた頭皮を綺麗な状態にする働きがあります。
そのため育毛剤や育毛シャンプーなどによる頭皮への栄養補給がより効率的におこなえるようになるの
です。またサリチル酸には、鎮痛、殺菌作用もあり、フケを予防する働きもあるため、頭皮を汚れにく
くする効果もあります。

【クオタニウム-51】
皮膚の活性成分。傷ついた皮膚細胞を修復したり改善させる化粧成分です。
損傷治癒、発毛促進、帯電防止効果があります。

【ピロクトンオラミン】
細菌のほか真菌にも効果が確認されている抗菌薬です。 人のフケ防止用シャンプーなどにも使用されて
いる成分です。メディダームは日本国内にてマラセチア皮膚炎に対する有効性と安全性を確認していま
す。増えすぎたマラセチアを減らすことでマラセチア皮膚炎を改善します。

【チャ乾留液】
主成分の緑茶ポリフェノールが悪臭成分と結合、中和すると同時に、多孔質（表面にたくさん穴があ
る）の構造から悪臭成分を吸収する働きもあり、消臭効果に優れています。

A Dream flower夢想の花
想い描く内なるエネルギーが弾け、影を浄化しフレッシュに溢れ、活力に満ち溢れる女性へと導きます。
フレッシュハーブとハーバルビネガーで透明感あふれる輝きを独り占めするシングルノートの香り。

爽快感弾けるフレッシュミントから始まります。
緑茶、レモングラス、ローズマリーなど植物の根、茎、葉の独創的なニュアンスも織り交ぜさせながら

爽快感と優しさに包まれ、生まれ変わらせる新たなハーブカクテルの香りに包まれます。

目覚め、はじける爽快感の中にも心地良さに包まれ満たされながら生まれ変われるエネルギーに満ちた香りです。

【愛知県】オランダガラシ葉/茎エキス
殺菌作用・抗菌・保湿・血行促進の効果があり頭皮・頭髪によい働きをします。
殺菌作用により、不安定で荒れがちな頭皮を清潔に保ちフケ・痒みを防いだり、

血行促進効果により、毛根に十分な栄養がいきわたるようになり、
頭皮の状態がよくなって育毛を促す効果が期待できます。

【岐阜県】キュウリ果実エキス
美白効果、毛穴引き締め効果、消炎効果にも優れ、代謝を促してコンディションを
整えるほか、肌に水分を与える保湿効果もあり、キメの細かい肌を目指すために

効果的な成分が凝縮されています。

【岐阜県】チャ葉エキス】
チャとは緑茶、ウーロン茶、紅茶などの原料となる

ツバキ科のチャノキ（カメリアシネンシス）の茶葉から抽出したエキスです。
カフェインやチャカテキン、タンニン、ビタミンC・Eなどが含まれており、

高い抗酸化作用があります。また、タンニンの効果で肌のたるみを改善し引き締め、
カフェインやチャカテキンの効果で消臭作用もあります。

花にはフラボノイドのほかチャカサポニンなどを含んでおり、
皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。

抗酸化作用があるので紫外線からのダメージを予防し皮膚の老化を防ぐことができます。

【岐阜県】ドクダミエキス
臭気の基である、デカノイルアセトアルデヒド、ラウリンアルデヒドは、抗菌性のある成分で、

黄色ぶどう球菌、真菌に対しての抗菌効果があります。
葉緑素のクロロフィルは、皮膚再生を促して、傷口を素早く修復して、

毒を吸い出す効果が期待できるので、皮膚トラブルの回復が早くなります。

影を光で満たし、生まれ変わる。
クリアに研ぎ澄まされ、清らかで澄んだ光を与えます。

爽やかに弾け、影を照らし光り輝く
前を向いて歩いていきたいあなたに導きます。

クセのないストレートな香りの表現でその爽やかさは
男性、女性共に好印象なイメージを持たれるでしょう。

フケ・かゆみを抑制しながら消臭しクリアな状態へ優しくサポートし、
くすみのない透明感溢れるフレッシュミントとハーブの香りに包まれ
あなたは顔を上げて前を向いて歩いていきたいと思うその意志を

心強く背中を押してくれる道筋の光りが輝きます。



【四国全域】ソメイヨシノ葉エキス
お肌の透明感を阻害する炎症を抑える効果のある美容成分です。

ソメイヨシノの葉から抽出したエキスは、かゆみの原因となるヒスタミンやアラキドン酸、カラゲニンが過剰分泌されるのを抑えたり、
かぶれ（接触皮膚炎）の原因となるパラフェニレンジアミンを抑制したりする効果が。これによって炎症、肌荒れ、かゆみの改善が期待されます。
さらに、シミや色ムラの原因となるメラニンが生成されるのを抑制するはたらきもあることから、透明感のあるお肌を作るのに効果的な成分です。

【四国地方全域】オトギリソウ花/葉/茎エキス
日焼け予防・収れん作用・消炎作用・止血作用があり、化粧水・乳液・クリームなどに配合されています。

また、毛の成長抑制作用を解除する作用が報告されています。

【愛媛県】ウンシュウミカン果実水
みかんは日本人に最もなじみのある果実のひとつで、高い消費量を誇る日本有数の果実。
みかんはビタミンＣを多く含むことから食用より薬用として用いられていたようです。

他にみかんに含まれるリモネンは皮膚上に膜をつくる事で水分蒸散を防ぎ、保湿効果を示すことが知られています。
このウンシュウミカン果実水はみかん産地である愛媛県で取れた温州みかんを使用しています。

美肌・アンチエイジング効果の繊維芽細胞増殖作用、抗酸化作用に優れます。

【愛媛・徳島県】ユキノシタエキス
肌を引きしめる収れん作用、美白作用、紫外線による肌の老化を防ぐ作用（アンチエイジング）があります。

タンニンやフラボノイドを多く含み、収れん作用、美白作用、抗酸化・抗老化作用があります。
紫外線によってダメージを受けたDNA損傷の修復を促進する作用や、紫外線によって作られる過酸化脂質の生成抑制作用、

メラニン色素の生成を抑制する作用、コラゲナーゼ（コラーゲンを分解する酵素）の活性を抑制してコラーゲンの分解を抑える作用があります。

【徳島県】ユズ果実エキス
ユズ果実エキスには、グルコシルセラミドが含まれますが、植物由来のセラミドの中ではヒト型セラミドに最も近い保湿成分です。
つまり、表皮の角質層にあるセラミドとも近い成分なのです。ユズ果実エキスには、美肌をキープするはたらきがあります。

A Virtual flower 仮想の花

大自然の中にいると思わせる青葉の香りの中に軽やかに香るライムのクミン、ライムリーフのスッキリとしたグリーンの香り。
大胆で力強さも感じさせながらもリラックス感溢れ、心落ちつかせてくれるユニセックスなシングルノート。
気持ちをリフレッシュさせスッキリしたいと思う植物の青々しさを表現したパチョリの香りの中に包まれながら

ライムのみずみずしさと爽快感のある香りで大自然の中に身を置いているような感覚に…。
気持ちを落ち着かせながらリフレッシュできるフレッシュグリーンの香りがナチュラルで優しくも力強い

印象を持たれるシングルノートフレグランス。

四国地方の神髄があなたをくすみのない
みずみずしさで包み込みます。

先端科学有効成分が処方する。

【オレフィン(C14-16)スルホン酸Ｎａ】
陰イオン界面活性剤（アニオン界面活性剤）
起泡性、泡切れに優れた安全性の高い原料。

【コカミドDEA】
ヤシ(ココナッツ)から得られる植物由来の非イオン性界面活性剤（ノニオン界面活性剤）
気泡性、増泡性に優れていて、シャンプーや洗顔料などの泡立ちを良くする為に使用。

【スルホコハク酸ラウレス2Ｎａ】
気泡性に優れた低刺激な界面活性剤。
やや高めの洗浄力を持ちながら髪や肌への刺激性が低い特徴を持ちます。
高めの洗浄力と低刺激性を両立した優れた洗浄成分です。

【ココアンホ酢酸Na】
ヤシ油（ココナツオイル）から抽出される両性界面活性剤。
硬水でも洗浄性や起泡性を発揮し、ヘアコンディショニング作用とシャンプーの刺激を
緩和させる働きがあります。

【ココイルグルタミン酸TEA】
ヤシ油脂肪酸とグルタミン酸からなる陰イオン（アニオン）界面活性剤。
アミノ酸系洗浄成分の中でも比較的マイルドな洗浄力で泡立ちが弱い特徴を持ちます。
コンディショニング作用が高く、髪や頭皮に潤いのあるしっとりとした仕上がりになります。
弱酸性で脱脂をしすぎないマイルドな洗浄力は、低刺激で乾燥肌・敏感肌にも対応できます。

【ポリクオタニウム-10】
帯電防止作用や微弱な保湿作用など毛髪に対するコンディショニング効果。
低刺激で安全性の高く、植物性の多糖で植物の細胞壁などを構築している物質。

自らを意識的に思い描き、
知性に満ちながら凛とした聡明さを与えます。

ナチュラルで優しさに包まれ、洗練されたあなたに導きます。
毛穴詰まり・角質・ワックス・シリコンなどの不純物を

優しく取り除き頭皮や髪のリセットをサポートしてくれます。

気分をクリアにしたい..
リラックスしたい...

個性豊かなで性別問わず使える香りは恋人同士・ご夫婦での使用もオススメ。
グリーンノートの魅力が心ゆくまで楽しめます。



【沖縄県】ゲットウ葉エキス
I型コラーゲン産生促進、線維芽細胞増殖促進およびMMP -１活性阻害による抗老化作用。

沖縄県では、カビや虫などから守るため、古くから葉でお餅などの食品を包んで保存する習慣があるほどです。
この効能を活かしてお茶や虫よけスプレーに加工されるほか、

葉のエキスには肌の弾力を保つコラーゲンの合成を促進する作用もあるとして、化粧水や美容液にも配合されます。

【沖縄県】黒砂糖エキス
主な美肌効果としては、高い保湿力。洗顔石ケンや化粧水・美容液・乳液などさまざまなスキンケア商品に使用されています。

いつも肌が乾燥していて困っている、という方にもオススメです。
また、抗アトピー作用やシミ・ソバカスの原因となるメラニンの生成を抑制する作用もあるといわれています。

【沖縄県】シイクワシャー果皮エキス
有効成分は実よりも果皮に多く含有されており、美白効果が期待できるだけではなく、

特有の成分であるノビレチンは、老化が原因のシワの予防や過剰な皮脂の分泌を滅らし、肌の炎症を抑える効果を期待されています。

【沖縄県】オウゴン根エキス
根を乾燥させた生薬で、漢方薬として一般に使われています。消炎、解熱、腹痛、嘔吐、下痢などの症状に用いられています。
チロシナーゼ活性阻害作用、紫外線吸収、消炎作用や抗菌作用、保湿作用もあるため頭皮環境を整える効果も期待でます。

皮脂分泌過多の原因でもある男性ホルモンを抑制するため、皮脂分泌抑制作用があり、
抗炎症作用や抗菌作用もあるためニキビの悪化を鎮めたりニキビの予防にも期待できます。

フリーラジカル除去作用によりシミや肌の老化防止、収れん作用による毛穴の引き締め効果も期待できます。
オウゴン根エキスには皮膚のアンチエイジングや美白、頭皮環境を整える効果などが期待できます。

A Illusion flower 幻想の花

ジャスミンとローズの華やかで気品ある香りに深みと彩りを与え、
オリエンタルな花々や果実、樹木の希少なエッセンシャルオイルを絶妙に配合したフレグランス。

高貴なオリエンタルフラワーの香りが調和して生まれたラグジュアリーなアロマが、
深いリラックス効果をもたらします。

ロマンティックで満ち足りた気持ちへと導かれるような香りをお楽しみください。
その瞬間の五感で香りの表現が常に変わるオリエンタルノート。

柔らかくも強く主張し相反する表現の調和で独創的でラグジュアリーな香りに包まれます。
甘くもスパイシーで柔らかくも力強く、周りを惹きつけるフレグランスノート。

【プラセンタエキス】
動物の胎盤から抽出し、滅菌したホルモンを含まないエキス。
多種のビタミン類・アミノ酸類・ミネラル類・コレステロール・酵素などが含まれています。
これらの成分により化粧品では、保湿効果の他に色素沈着の防止、しわの予防など、
多目的に用いられています。
成長因子様作用により、肌のハリ向上やターンオーバーが期待できる線維芽細胞増成などの作用が認
められおり、アンチエイジング対策の成分として注目。

【デキストラン】
滑らかで粘り気のあるテクスチャーを作り、さらに分離を防止することで成分の安定性と高める役割
があります。
乳化剤を入れなくてもとろみを作り、肌に伸ばしやすくなるため、特に脂性肌用の化粧水や乳液など
に使用されます。

【アセチルテトラペプチドー3】
1型、2型5aリダクターゼを強力に抑制。ミノキシジルをも超える育毛効果。

【ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1】
53個のアミノ酸で構成された皮膚の負傷を癒すタンパク質の一種。コラーゲンとエラスチンを
結びつけている線維芽細胞と表皮細胞の増殖を急がせ、細胞分裂を促進します。
EGFは10数年前から人工的に生産され、主に「やけど」の治療などの皮膚再生分野で
活躍してきました。

【ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-3】
上皮の最外郭で防御壁として様々な外的刺激や紫外線・ストレス・細菌などの侵入を防御してくれる
「角質細胞」「角化細胞(ケラチノサイト)」を増殖強化してくれます。また、発毛の分野でも注目
のグロースファクターです。

【ポリ-ε-リシン】
必須アミノ酸のL-リジンが直鎖状につながっているポリアミノ酸です。
トウモロコシなどを微生物発酵して生成されるポリマーで、天然の保湿剤です。
抗菌作用があり、カビ・細菌・心筋・黄色ブドウ球菌・大腸菌などに有効とされており、
食品にも使用されています。
抗菌性があるため、化粧品には防腐剤として添加されることがあります。
この成分だけでは弱いのですが、パラベンの分量を減らしたり、1,3-ブチレングリコール、ポリオール系
溶媒と併用したりすることでより安全で低刺激な製品を作ることができます
その性質を利用して、パラベンフリーを謳うオーガニック化粧品やヘアカラートリートメントに
配合されています。また保湿作用があり皮脂を取り過ぎないため、クレンジング剤にも使用されています。
静電気防止やキューティクル補修、指通りをよくする作用もある。

【脂肪細胞順化培養液エキス】
脂肪組織から脂肪幹細胞を抽出し、培養した際に幹細胞から分泌されるタンパク質成分です。脂肪幹細胞
は成体幹細胞の一種で、骨髄幹細胞や臍帯血幹細胞などよりも容易に採取でき、しかも幹細胞の含有量が
多いため、近年、再生医療や化粧品の原料として多く活用が進んでいます。ヒト由来脂肪幹細胞培養液は
幹細胞が作るVEGF(血管内皮成長因子)、TGF(形質転換成長因子)、FGF(線維芽細胞成長因子)、
IGF(インシュリン様成長因子)などの150種類以上の成長因子(グロースファクター)などのタンパク質成分を
含有することが報告されています。
皮膚老化と損傷を防止し、皮膚組織の主要構成成分であるヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンの再生
を促進する高機能素材で、幹細胞培養液成分の生理的活性は、抗老化効果、組織再生効果など、様々な効
果が確認されています。

【加水分解アナツバメ菓エキス】
燕の巣は、中国料理の高級食材とされ、独特のゼリー状の食感が特徴で、タンパク質とともに糖質の一種で
あるシアル酸を多く含んでいます。
本製品は希少性が高いアナツバメの巣からエキス抽出した原料で、美肌効果や免疫機能の向上、育毛効果
が期待できます。
ツバメの巣エキスにより細胞接着を抑制することで、炎症を抑える効果が期待できます。ダメージを受
けた古い角質が自然と剥がれ、弾力と透明感のある肌へ導きます。加齢によって乱れたターンオーバ
―を正常化させ、シミ・たるみ・乾燥などの肌老化を遅らせます。

沖縄地方の神髄があなたを活力に満たされた
安らぎで包み込みます。

先端科学有効成分が処方する。

独創的かつ優雅で気品に満ち溢れ
その豊潤な表現は人々を魅了する印象を与えます。

スポットライトを浴び、人々を魅了し続ける
オリジナリティ溢れる唯一のあなたへ…

活性とバランスを整え、その美しさを長きに渡り維持し向上させ
いつまでも続く美しさに導きます。

高貴かつ優しさに包まれ、人々に安らぎを与え、
魅了し続けるその香りを纏えば、相反するものの融合で唯一無二の存在に。

独創的な自分を引き出してくれます。



SHAMPOO ALL ¥５,500

TREATMENT ALL ¥５,500


