
cosmetics@isis-gaia.net
専用電話でのご注文 コスメ相談窓口

専用ＦＡＸのご注文

インターネットでのご注文

0120-1515-45
受付時間 9:00～21:00（1月1日～3日を除く毎日）　

042-675-4608
24時間受付

http://isis-gaia.net
24時間受付

アルテ ローズローション

原料に使われている植物はすべて国
産で、農薬を使わずに栽培されたもの
を使っています。バラには肌を若 し々く
したりハリを与える働きがあります。その
作用を高めるために、若返りのハーブと
呼ばれるローズマリー水やゼラニウム
水を配合しています。ゼラニウムにはシ
ワやくすみ予防の効果があり、エイジン
グケアにぴったりの化粧水です。

バラやビタミンＣ豊富のローズヒッ
プ、ＵＶケア効果や皮膚再生力が
高いシコンなどが、疲れた肌を元
気にします。バラの香りは最高級
のローズオットーを使っています。

サバンナに自生するシアの木の種
子から採れるオイルです。一般的な
シアバターと違って、合成溶剤で精
製していないので、ミルク色でほんの
り甘い香りがします。ボディはもちろ
ん、顔・髪・爪など全身に使えます。

ちどりや　
ピーチムーン
ハーバルフェイスウォーター　

大好評いただいているローション
にビッグサイズの登場です！　月桃
のポリフェノールは赤ワインの約
34倍もあり、アンチエイジング効果
が高いカワインという成分が多く
含まれています。シミ・そばかす・シ
ワにお悩みの方におすすめ！

マザーアース　シアバター

ネオナチュラル ヘアエッセンス

ネオナチュラル　
モイスチャライザー（保湿乳液）

商品番号 802723

商品番号 802708

商品番号 802710

毛先にもみ込むと、毛先の乾燥や
静電気、ドライヤーによる熱ダメー
ジを防ぎ、頭皮マッサージとして使
うと、植物エキスなどの自然素材が
健康な地肌へと導きます。天然成
分100％なので安心してお使いに
なれます。

商品番号 802721

保湿や美白など数えきれない効果
があるヘチマ水をベースに、美肌
効果の高い植物がぎっしりとつま
った乳液です。年齢肌にも嬉しい
クランベリー種子油やザクロ種子
油なども配合されています。べた
つかずさらっとしたつけ心地です。

商品番号 802719

商品番号 802725

アルテ ローズ美容バルサム

新商品のご案内新商品のご案内

　スシイア）株（:行発
編集:アイシス編集部　

日本オーガニック
コスメ協会〈公式〉

アイシスオーガニック情報便『アイシスラテール』は、
人と地球にやさしいオーガニックライフを送るための
ヒントになる情報をお届けします。
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オーガニックメイク／「和」のオーガニックコスメ
海外のオーガニックコスメ／オーガニック　ヘアケア
オーガニック　アロマ／旧表示指定成分／
情報満載・豊富なコラムなど

お買い求めは店頭または「オーガニック生活便」ＨＰ、お電話やファックスからもお求めになれます。
「オーガニック生活便」ＨＰ：http://www.isis-gaia.net/　
電話：0120-1515-45　FAX:042-675-4608

定価：1785円（税込）

ご利用案内

●メーカーに問合わせの必要があるご質問や、インターネ
ット状況などの諸々の事情から、回答メールをお待たせす
る場合がございます。
●回答メールの送信は、土日・祝祭日・年末年始・夏期冬期
休暇は除きます。
●こちらから返信する際にエラーとなってしまう場合があ
ります。確実に回答させていただくために設定状況をご確
認ください

公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，３００以上の商品を紹介中。

オーガニック生活便 検　　索
スマホで
チェック！

vol.1
240ml 4,515円（税込）

100ml 3,360円（税込）

30ml 3,780円（税込）
35g 2,100円（税込）

20g 3,675円（税込）

100ml 3,675円（税込）
お待たせ
しました！

お待たせ
しました！



香りを楽しみながら、
天然成分の抗菌対策を

天然の抗菌力を活用して
有用な菌と共生する

　菌すなわち微生物は、私たちのからだの浄化
と循環にとっても必要なものです。菌の中には、清
潔さや潤いを保つのに役立ったり、自然素材の製
品を分解してくれたりと有用な働きをするものも多
くあります。言い換えれば菌（微生物）と共生しな
ければ、私たちは健康を保つことができません。あ
らゆる菌を殺傷してしまうような強い力を発揮する
抗菌成分を日常的に使用するのは不安です。
　おすすめは天然成分の抗菌製品です。
　天然の抗菌成分は、からだの有用菌を殺傷す
ることなく、有害な菌をほどよく抑えて、バランスをと
ってくれます。たとえばラベンダーには、もともとの
意味が「洗う（ラベルデ）」から来ているように、天
然の抗菌剤としてもすぐれています。そのほか薔
薇やローズマリー、セージ、ユーカリなど、ほとんど
の精油には、天然の抗菌力があります。
　部屋の空気をきれいにするために、天然の抗

菌力を持つ精油を活用
しましょう。いい香りで気
分も快適になります。簡
単に部屋の空気を清潔
にするためにアロマラン
プを使うのもいいです
ね。

このたびは「オーガニック生活便」をご利用いただき
ましてありがとうございます。
お客さまに新鮮な情報をお届けするために、お買い
物していただいたお客さまに「オーガニック情報便」と
して月に1回ほど同梱させていただくことになりました。
情報を発信しながら、お客さまのオーガニックライフの
お手伝いができればと思っております。快適にお買い
物ができるお店をめざしてスタッフ一同努めてまいりま
すので、末永くよろしくお願いいたします。

オーガニック生活便　本店店長　鈴木順子

ご あ い さ つ

O R G A N I C  L I F E

ユーカリ

ラベンダー

ペンネーム　えのゆ様
食のオーガニックのカタロ

グもつくってください！！

楽しみにしています

ペンネーム　ヨネコ様
オーガニックの商品が豊

富でうれしかったです。

まだ2回の使用ですがお

気に入りになっています。

これからもすてきな商品

をえらぶのが楽しみです。

ペンネーム　とも♪様
ポイントがたまったらおト

クな商品プレゼント！！と

かどうでしょう～。

ワケ有とかでも良いので。

洗濯のすすぎ水に２～３滴入
れるだけで、洗濯物を抗菌
オーガニックエッセンシャル
オイル・ミニ 真正ラベンダー

『ラ・フルール』は、香り成分は、す
べてエコサート オーガニック認定を
受けたエッセンシャルオイルを使用
しています。パラベン・着色料など
は一切使用していません。毎日楽
しんで使うものだから、天然素材や
自然の香りにこだわっています。
2006年にISO9001品質マネジ
メントシステム認証を取得し、一定
の品質水準をキープしていますの
で安全です。

商品番号 802306

寝室やバスルーム、トイレを
森の香りで抗菌
吉野森の妖精
（ひのき水スプレー）　
喜多製材所

吉野山の檜からとれたヒノキ水で
す。居間や寝室、車の中、トイレな
どにスプレーするとそこはあっという
間に森林浴空間に。お風呂に入
れると、香りのいい檜風呂に変わり
ます。またバスルームの壁にスプレ
ーしておくと、檜に含まれる成分の
おかげでカビの発生をぐんと少なく
なります。森林浴をしながら、脱臭、
抗菌ができるすぐれものです。

商品番号 801055

ハンカチに落として、鼻詰ま
りや喉の痛みをすっきりと
オーガニックエッセンシャル
オイル・ミニ 
ユーカリプタス・グロブルス

エコサートオーガニック認定を受け
たエッセンシャルオイルを揃えまし
た。小さなサイズなので、エッセンシ
ャルオイルを初めて使う人や、その
時々で色々な香りを楽しみたい人
におすすめ。オーガニック＆100％
天然ですので、新鮮な香りを毎日
安心して使えます。酸化による品
質劣化を防ぐためていねいに窒素
充填しています。森林浴をしている
ような、クリアな香り。鼻の不快感
や、喉の痛みをすっきりと。

商品番号 802311

本物のオーガニックコスメを
選びたい人の必読本！！

今回6弾目の最新号には、日本で購入できる新
たなメーカーや新たなオーガニックコスメ製品に
ついての最新情報が載っています。豊富な製
品紹介のほか、効果効能のある美容植物やオ
ーガニックコスメの世界基準、合成成分の見分
け方などについての記事も掲載しています。
毎日のスキンケア品を選ぶときのたよりになるバ
イブルとして、そしてまたオーガニックコスメの最
新の情報を知りたい人におすすめの本です。

お客さまの声
お客さまのお喜びの声やご要望を
たくさんいただいております。そ
の一部をご紹介します。

全成分から
使用目的まで
掲載

オーガニック
コスメの
バイブル本

日本
オーガニック
コスメ協会
監修

編集：アイシスガイアネット
監修：日本オーガニックコスメ協会
発行：㈱アイシス
総数ページ：216ページ
版型：A5（オール4C）
価格： 本体1,700円 ＋税

200ml 
683円（税込）

3ml 1,050円（税込）
3ml 1,050円（税込）

公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，３００以上の商品を紹介中。

オーガニック生活便 検　　索

スマホで
チェック！

商品番号 802727


