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スキンケア化粧品シリーズ
skincare cosmetics

ヒーリング ベース 《UV》
Healing Base UV     30g    1800円
ナチュラル素材のヒーリングパワーを最大限発揮さ
せた、お肌をいやす化粧下地クリーム。日常使いに
十分なUV対策として、お使いください。肌荒れ、
ニキビ、湿疹などでお悩みの方にもオススメです。
原料：ローズウォーター、乳化ワックス、グリセリン、マカダミアオイル、ホ
ホバオイル、マルーラオイル、シアバター、ビーズワックス、PEG（乳化剤）、
酸化亜鉛、二酸化チタン、ビタミンE、 GSE（天然保存剤）、ROE（天然酸化防
止剤）、ネロリ精油

ご使用上のご注意：
自然素材のため、市販の化粧品のように長持ちしません。夏場は要冷蔵保存。
原則的に未開封で半年、開封後は2ヶ月以内に使い切ってください。
異臭・異物が気になりだしたら廃棄してください。
自然素材をそのまま使用しているため、ロットごとに香りが多少異なります。
お使いになる前に必ずパッチテストを行ってください。 
商品によって包装に脱酸素剤が入っていることがあります。食べないでください。

★パッチテストの仕方★
耳の後ろに少量つけ、24時間様子をみてください。なにも反応が起きなければ、　
お使いになれます。まれに2～3日くらいしてから反応が出ることもあります。
※お肌に合わない場合は使用を中止してください。

クレイ ファンデーション
Clay Foundation     20ml    900円

Clay Highlighter     20ml    900円
クレイ ハイライター

ヒーリング作用のあるクレイをシンプルに活用した、お肌をいや
すパウダータイプのファンデーション＆ハイライター。やわらか
い高級ブラシをご利用ください。
原料：【クレイ ファンデーション】クレイ
【クレイ ハイライター】ホワイトクレイ、ローズクレイ、ゴールドクレイ、
マイカ
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☆
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クレイ リキッド ファンデーション《UV》

クレイ＋天然素材だけで作られた、紫外線を反射
する酸化亜鉛配合のUVタイプ リキッド・ファン
デーション。メイクするほどお肌がキレイに。
洗顔後ローションで整肌したあと、下地なしで
いっきに手早く顔全体に広げてください。どんな
肌色にも自然に馴染みます。
原料：ネロリウォーター、水、クレイ、マカダミアオイル、グリセリン、酸
化亜鉛、エタノール、オリーブ・スクワラン、GSE  
※ご使用前によく振ってください。

※湿気を避けて保存してください。

Clay Liquid Foundation UV     30ml    1200円

クレイの洗浄作用でマイルド＆すっきり。髪から顔、
体まで、まるごと洗えます。赤ちゃんにも安心してお
使いいただけます。ほんのりフランジュパニの香り。
ふつうのシャンプーと同じように洗い流した後、お好
みでコンディショナーをお使いください。
原料：水、ラベンダーウォーター、アルガンオイル、デシルグルコシド、コカミ
ドプロピルベタイン、PEG-120、クエン酸、クレイ、プロピレングリコール、
フランジュパニ精油、ジアゾリジニル尿素、IPBC

クレイシャンプー
Clay Shampoo     125ml    1500円

クレイのナチュラルパワーで、お肌のコンディショ
ンを整えて、健康なお肌に。ホワイトニング、引き
締め、リフトアップ、血流・リンパ循環促進、花粉
症対策に効果的です。
原料：オーストラリア産クレイ、サンダルウッドパウダー

Dr.Lars クレイパック
Clay Mask     15g    430円   |   200g    3080円

アトピーをはじめ、乾燥肌、敏感肌など、お肌のトラ
ブルを改善します。精油濃度は0.6％と非常に低いの
で、長期継続使用できます。また、赤ちゃんや、妊娠
中の方でもお使いいただけます。
原料：精製水、乳化ワックス、ローズヒップオイル、ボリジオイル、スウィート
アーモンドオイル、マカダミアオイル、グリセリン、ココナツオイル、酸化亜鉛
、アボカドオイル、ココアバター、ビタミンＡ、ビタミンD3、天然酸化防止剤
ROE、天然防腐剤GSE【精油】マヌカ、ターメリック、サンダルウッド、ニーム、
パチューリ、フランキンセンス、ヤロウ・ブルー、ラベンダー・トゥルー
【フラワーエッセンス】ウィッチ・オーキッド、オレンジ・ベル、ホワイト・ラ
イス・フラワー、レッド・ステム、ファイア・オーキッド、ライト・ウォーター

ウィッチー クリーム
Witchy Cream     30g    1800円

今まで何を使っても改善が見られなかったり、原因不
明の皮膚トラブルでお悩みの方のために開発された、
クリスタルとお花の波動で癒やす、マイルドでナチュ
ラルなローション。頻繁にスプレーしてください。
※スプレー別添
原料：クリスタルウォーター、カモミール・ジャーマンウォーター、カモミール
・ローマンウォーター、ラベンダー・トゥルーウォーター、ヒマラヤ岩塩
【フラワーエッセンス】ウィッチ・オーキッド、オレンジ・ベル、ホワイト・ラ
イス・フラワー、レッド・ステム、ファイア・オーキッド、ライト・ウォーター

ウィッチー ローション
Witchy Lotion     125ml    2300円

Lip Care Stick     1200円
リップケア スティック（SPF15）

希少価値の高いサンダルウッド・ナッツオイルを贅沢
に使った、ヒーリング効果抜群のリップクリーム。
原料：ひまし油、トリアセチルヒドロキシステアリン酸グリセリル（保湿剤）、
みつろう、オクトクリレン（サンスクリーン剤）、セレシン、サンダルウッド・
ナッツ油、キャンデリラワックス、ブチルメトキシジベンゾイルメタン（サンス
クリーン剤）、エチルヘキシルサリシレート（サンスクリーン剤）、ラノリン油、
香料、ビタミンEアセテート、レモン精油

サンスクリーン《アウトドア》
Sun Screen Outdoor     15ml    990円
安全性の高い自然素材で作られた、ウォーター
プルーフのアウトドア用☆日焼け止めクリーム。
海や山で、ご活用ください。敏感肌、お子さん
にも安心です。 
原料：ホホバオイル、酸化亜鉛、二酸化チタン、蜜ろう

※湿気を避けて保存してください。

複数のオーストラリア産クレイと、ピュアな硫酸
マグネシウムをブレンド。リラックス、デトックス、
循環促進、ミネラル補給に最適です。肌の乾燥、
スキントラブル、むくみ、冷え、不眠、疲労、
ストレス等でお悩みの方に。
原料：オーストラリア産クレイ、硫酸マグネシウム

Dr.Lars 入浴剤
Clay Bath     30g    430円   |   300g    3800円



※ご使用前によく振ってください。

Rose Essence     30ml    3200円

原料：ローズヒップオイル、マカダミアオイル、月見草
オイル、ココナツオイル、アボカドオイル、ホホバオイル、椿オイル、ビタミン
A、ビタミンD3、ビタミンE、ROE【精油】ローズ、ネロリ、ベルガモットFCF、
フランキンセンス、イランイラン、ベンゾイン、ホーリーフ

高級ローズヒップオイルをメインに、お肌の栄養
たっぷりの植物オイルを贅沢にブレンド。寝る前
にたっぷりとって、首からデコルテ、手まで、し
っかりマッサージしてください。

ローズ エッセンス

朝夜兼用 朝用 夜用

洗顔のあと、番号シールの順序でお手入れしてください。

アロマクレイソープ

原料：マカダミアオイル、オリーブオイル、ココナツオイル、パームオイル、
ホホバオイル、水、苛性ソーダ、クレイ
【ルージュの精油】ローズ、ゼラニウム、パルマローザ、イランイラン、オレ
ンジ、ベルガモット、フランキンセンス、ローズウッド、ベンゾイン、サンダ
ルウッド、パチューリ、ラベンダー、マジョラム、クラリセージ、シナモン
【ベージュの精油】マンダリン、ラベンダー、ベルガモット、パルマローザ、
マジョラム 

良質のベジタブルオイルに、クレイとピュア
精油を贅沢に使った、使い心地のやさしい石けん。
ルージュはピンククレイ入りで、甘いフローラル調、
ベージュは、ベントナイトクレイ入りで、シトラス系さっぱり調。

Aroma Clay Soap     70g    各1500円

クレイとアロマの浄化力を活用した、お肌に
やさしい乳液タイプの化粧落とし。適量を手に
とり少量の水と混ぜてから軽くマッサージし、
ぬるま湯で洗い流してください。
原料：精製水、クレイ、グリセリン、オリーブオイル、
ココナツオイル、スウィートアーモンドオイル、マカダミア
オイル、マヌカハニー、ココアバター、乳化ワックス、酸化亜鉛、ROE、GSE
【精油】タンジェリン、ラベンダー、パチューリ 

クレイ クレンジング
Clay Cleansing     125ml    2500円

原料：アロエジュース、カルシウム ベントナイト、マルーラオイル、水、アル
キルグリコシド、グリセリン、ビタミンB5、キサンタンガム、アイリッシュ・
モス（海草）、ソルビン酸カリウム、乳酸、グルコース【精油】グループフル
ーツ、ラベンダー、ローズ、レモンマートル、リツェアクベバ

クレイ ウォッシュンピール
Clay Wash’n’Peel     50g    1560円

リフレッシュ ローション ＋

※手にとってお肌に直接たたきこむパッティング法がもっとも効果的なため、
スプレーミストは添付しません。 ご使用前によく振ってください。

ローズウォーターをメインに、ビタミン＆ミネラル
たっぷりのフルーツウォーターをブレンド。浸透力に
優れたリポゾームとヒアルロン酸を配合。マグネシウム
が皮膚細胞の自主活動を促進し、カカドゥ・プラムの働きで
お肌に弾力・ハリを与えます。グリーン フローラルの香り。
原料：ローズウォーター、ウォーターメロンウォーター、パッションフルーツ
ウォーター、リポゾーム、カカドゥ・プラム抽出液、ヒアルロン酸、マグネシ
ウム塩、GSE【精油】ローズ、ネロリ

Refresh Lotion     125ml    2500円

スーパーC ナイトクリーム

※多少分離することがありますので、ご使用前によく振ってください。

人気のナチュラル美白クリーム。寝る前に、
たっぷりとってお肌をマッサージしてください。
パワフルなビタミンＣオイルの働きで、翌朝の
お肌ぷりぷり。 アイ・クリームとしてもご活用いただけます。

Super C Night Cream     15ml    2500円

原料：ローズウォーター、乳化ワックス、ホホバオイル、グリセリン、マカダミ
アオイル、椿オイル、シアバター、ビタミンE、月見草オイル、ビタミンB5, パ
ルミチン酸エステル（ビタミンＣ誘導体）、ビタミンB6, GSE、ROE 、オリーブ
スクワラン【精油】ネロリ、フランキンセンス、エバーラスティング（イモーテ
ル）、カモミール・ローマン

Rose Veil

ローズ ヴェール

豪華な精油と植物素材をふんだんに使った、
最高に贅沢なヒーリング保湿クリーム。
やさしくお肌を守り、皮膚細胞から癒します。

Rose Veil     30ml    6800円

原料：精製水、乳化ワックス、グリセリン、マカダミアオイル、ホホバオイル、
センテラオイル、アボカドオイル、ココアバター、シアバター、ビタミンＥ、
ビタミンB5、GSE、ソルビン酸カリウム、ビタミンD、安息香酸ナトリウム、
ROE【精油】キャロットCO2抽出、カレンデュラCO2抽出、ローズ、パルマ
ローザ、サンダルウッド、ラベンダー・トゥルー、パチューリ、ベルガモット、
シダーウッド

ローズ モイスチュアライザー ＋

原料：ローズウォーター、乳化ワックス、グリセリン、ヒアルロン酸、カカドゥ
・プラム抽出液、マカダミアオイル、ホホバオイル、オリーブスクワラン、マル
ーラオイル、アーガンオイル、サンダルウッドナッツオイル、シアバター、ビタ
ミンE、B5、B6、GSE、 ROE【精油】ローズ、ネロリ、ベルガモットFCF、フラン
キンセンス、イランイラン、ベンゾイン、ホーリーフ

Rose Moisturiser     30ml    3200円

リンクル ウィンクル

アンチエイジングに有効な「サンダルウッド・ナッツ
オイル」「マルーラオイル」「アルガンオイル」が
たっぷり入った、最高に贅沢な美容オイル。スポイト
で2〜3滴指先に落として、気になる部位に伸ばしてください。

Wrinkle Winkle     15ml    1800円

原料：サンダルウッドナッツオイル 、マルーラオイル、アルガンオイル、
ホホバオイル（有機栽培）、オリーブ・スクワラン

お手入れ方法のご提案：各自の肌質、調子に合わせて調整してください。

朝のお手入れ

夜のお手入れ

1.  「アロマクレイソープ」か「Scrumpy ナチュラル石けん」で洗顔します。
2.  「リバイタル エッセンス」をたっぷり手にとり、お肌を軽くパッティング
　  しながら浸透させます。
3.  「リフレッシュ ローション」をたっぷり手にとり、お肌を軽くパッティン 
　  グしながら浸透させます。 
4.  「ローズ モイスチュアライザー」か「ローズ ヴェール」を塗ります。
5.  「スーパーＣナイトクリーム」か｢リンクル ウィンクル」で目まわりをマッ
　  サージします。（目まわりが気になる方）  
6.  メイクする場合には、「ヒーリング ベース 《UV》」を下地に塗ってから 
　 「クレイ ファンデーション」をブラシではたきます。

1.  ホホバオイルをコットンに湿らせて、アイメイク、口紅を落とします。 
2.  「クレイ クレンジング」で、メイクを落とします。 
3.  「アロマクレイソープ」か「Scrumpy ナチュラル石けん」で洗顔します。 
4.  「リバイタル エッセンス」を浸透させたあと、「リフレッシュ ローション」
　  を浸透させます。「リフレッシュ ローション」をフェイシャルシートにひ
　  た して顔全体を覆い、しばらく放置すると、しっかり水分吸収できます。 
5.  「スーパーＣ ナイトクリーム」か「ローズ ヴェール」で、目もとを含め、
　  顔全体をマッサージします。
6.  「リンクル ウィンクル」を気になる部位に広げます。 
7.  「ローズ エッセンス」をたっぷり手にとり、顔、首、デコルテ、手まで
　  マッサージします。 

原料はそれぞれ異なります。E-Conceptionサイトにてご確認ください。
https://shop.e-conception.org/product-category/11-skincare/14-soap/

Scrumpy ナチュラル石けん

新鮮なナチュラル素材をつかった、コールド
プレスの手作り石けんです。ホンモノの精油
を使っているので、ほのかに上品な香りです。
自然保護活動を支援するためにパーム油は
使っていないのですが、泡立ちは十分です。

Scrumpy Soap     100g    各980円

※ご使用前によく振ってください。

ローズの香りとヒーリングパワーを引き出した
贅沢デイリー・クリーム。精油の細胞蘇生作用で、
健康でやわらかなお肌に仕上げます。カカドゥ・
プラムの豊富なビタミンCが、美白効果をもたらします。
日常のスキンケアのほか、外傷、日焼け、皮膚トラブルなどにも。

※ご使用前によく振ってください。

原料：ラベンダー（トゥルー）ウォーター、スプリングウォーター、センテラ
オイル、カカドゥ・プラム抽出液、リポゾーム、エタノール、ジェル、ヒアル
ロン酸、ROE、GSE【精油】ローズ、ネロリ、フランキンセンス、サンダルウ
ッド、カモミール ジャーマン、シスタス、マートル、ローズマリー ベルベノ
ン、キャロットCO2、パチューリ、ガルバナム、ラベンダー トゥルー、レモン

洗顔後、一番最初に使う、さっぱりエッセンス。
水分浸透を助け、皮膚細胞のターンオーバーを
促進させてお肌に活気を与え、ヒアルロン酸の働き
で、保湿力も期待できます。ビタミンCを豊富に含む
カカドゥ・プラム成分が、お肌にハリを与え、美白に導びきます。
敏感肌さんも安心してお使いいただける万能アイテムです。

リバイタル エッセンス ＋
Revital Essence     30ml    2300円

マイルドなピーリングで、古くなった角質をムリ
なく落として、すべすべお肌に。さらに保湿作用で
しっとり、つやぴかになります。細胞再生促進、
保湿、皮膚のデトックス、シミ軽減のほか、抗炎症
作用によるニキビ、アレルギー湿疹、かゆみや虫さされ対策にも
効果的です。お肌にうすく広げて数分放置し、指でこすって落と
した後、ぬるま湯で洗い流してください。


