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ダマスクローズオイルが美肌
へと導く、やさしい香りのフ
ェイスマスクです。アーモン
ドオイル、カカオバターなど
の保湿成分がお肌に浸透し、
キメを整え、滑らかなお肌へ
と導きます。
※洗い流すタイプです。

100g  3,000円
ローズフェイスマスク

高濃度ミネラルを含む死海の
泥を使ったフェイスパックで
す。ターンオーバーを促進し、
スベスベとしたキメの細かい
お肌へと導きます。保湿効果
の高いババスオイル、ホホバ
オイルも配合しています。
※洗い流すタイプです。

150g  5,500円
死海の泥フェイスパック

デリケートな目元のためにつくられた、なじみのよい特別なアイラ
インクリームです。アーモンドオイルを主成分としており、他にもグ
レープシードオイル、カカオバター、シアバターを配合しています。
サンダルウッドとローズが優しく香り、ふっくらと柔らかな目元へ
と導きます。

少量を指先に取り、目元を優しくマッサージするようになじませて
下さい。お肌に浸透するまで少しずつ伸ばし、余った分は柔らかいコ
ットンで拭き取って下さい。

＜ ご使用方法 ＞

50g  4,800円
ローズアイラインクリーム

極細かく砕かれた、100％小豆の洗顔パウダーです。
水やオイルで溶かすと粘着質となり、殻部分がスクラブとなる
ので、細かい汚れや不要な皮脂を取り除き、ツルツルとしたお
肌へと導きます。洗顔として、またはピーリングとしてお使い
頂けます。

●毎日の洗顔として…

●週 1 回のピーリングとして…

○泡立てた石鹸に、少量のパウダーを加え混ぜたもので洗顔をしていただくのもおすすめです。

ティースプーン 1 杯分のパウダーに少量のお湯、化粧水、オ
イルなどを加え、ゆるいペースト状にしたもので、お顔全体
を優しくマッサージした後、水かぬるま湯で流して下さい。

ティースプーン 2 杯分のパウダーに、ごく少量のお湯、化粧水
やオイルなどを加え、少しかためのペースト状にしたもので
お顔全体を優しくマッサージした後、水かぬるま湯で流して下さい。

200g  2,400円
小豆スクラブ洗顔パウダー

＜ ご使用方法 ＞

お顔、お体、髪の毛など全身に
お使いいただけるヘア＆ボデ
ィマスクです。シアバターが
厳しい乾燥から守り、お肌は
しっとりと、髪にはツヤを与
えまとめてくれます。ラベン
ダーの香りにも癒されます。
※洗い流さないトリートメン
　トとしてもお使い頂けます。

100g  5,200円
シアバター＆ラベンダー ヘア＆ボディマスク

Special Face Care
スペシャルフェイスケア

※全て税別価額になります。
Face Pack & Mask
フェイスパック＆マスク

3 4

New Arrival
ボタニクスより新商品が登場しました。
チェコで人気のクリームや、今までのラインナップとは一味違うパック＆マスク、
ギフトにもぴったりのバスグッズなど、全 14 種をご用意しております。

新商品



ココナッツとグレープフルー
ツ、ゼラニウムの珍しい組み
合わせが甘すぎず心地よく香
り、気持ちを落ち着かせてく
れます。

ココナッツ シトラス

4 種類の柑橘系オイルがブレ
ンドされています。みずみず
しく爽やかなフルーツの香り
が気分をリフレッシュさせて
くれます。

柑橘系のオイルとフランキン
センス、カルダモンのエキゾ
チックな香りがアクセントと
なり、リラックス効果を高め
てくれます。

シーウィード

柑橘系の爽やかな香りと、穏
やかでフローラルな香りがリ
ラックス効果を高めてくれま
す。グレープフルーツ、ラベン
ダーを中心に、エレミ、ローレ
ルをブレンドした、優しい香
りです。

リラクシング

イランイランやローズウッド
を中心とした甘く濃厚な香り
が、ロマンチックな雰囲気を
演出します。パチュリ、オレン
ジビター、ローズをブレンド
した、深みのある、少しスパイ
シーな香りです。

ロマンス

フローラルなラベンダーにペ
パーミント、スペアミントな
どをブレンドした清涼感のあ
る香りです。ジュニパー、マジ
ョラムも配合しており、疲れ
た体と心に元気を取り戻して
くれます。

レビビング

肌弾力を回復させる効果、し
わ・たるみを防ぐ効果がある
と言われるネロリを配合した
フェイスクリームです。保湿
効果の高いアーモンドオイル
やシアバターがふっくらとし
たお肌へと導きます。

50g  5,300円
ネロリモイスチャーフェイスクリーム

ローズが贅沢に香り、肌トラ
ブルにも効果的なフェイスオ
イルです。肌なじみの良いグ
レープシードオイルや、保湿
効果の高いアーモンドオイル、
ホホバオイルをブレンドして
います。

50ml  3,000円
ローズフェイスオイル

アンチエイジングに効果的な
アルガンオイルなど、８種類
のオイルをブレンドしていま
す。ネロリの他に、ローズマリ
ーエキスを配合した、やや重
めのテクスチャーがお肌にし
っかり浸透します。

50ml  4,200円
ネロリフェイスオイル

お顔全体にフェイスオイルを
なじませ、矢印の方向へ優しく
滑らせるようにマッサージし
て下さい。しばらくするとフェ
イスオイルが浸透し、より効果
を実感していただけます。

＜ マッサージの手順 ＞

スペシャルケアとしてお使い頂けるフェイスクリームです。
※同シリーズのローズモイスチャーフェイスクリームの価格が 5,300 円に値下げされました。(p.20)

ハーブが体を温め、香りにも癒されるバスアイテムです。
お肌のハリを保つ効果のあるイリス根を配合しています。

＜ ご使用方法 ＞ 布から中身を取り出さず、そのまま湯船にお入れ下さい。
使用後は乾燥させて保管し、数回繰り返してお使いいただけます。

Bath Harb Ball
バスハーブボール 100g  2,000円

Face Cream
フェイスクリーム

Bath Salt
バスソルト 130g  2,400円

Face Oil
フェイスオイル
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チェコは日本と同じように美しい四季があり

豊かな自然に恵まれた中欧の国ですが

日本に比べ年間を通して空気が乾燥しているため

保湿ケア製品は日本より優れていると言えます。

ボタニクスの石鹸は、植物由来のグリセリンを使用しており、

滑らかな泡立ちで、お肌の天然保護膜を傷めません。

優しく汚れを落とすだけでなく、潤いも与えてくれます。

＜ボタニクスの石鹸が愛される理由＞

・使われている草花や果実が目に見える驚き

・30 種類以上の石鹸から選べる楽しさ

・石鹸を袋から出した瞬間に広がる芳醇な香り

・何回も洗いたくなるもっちりとした泡立ち

スキンケアが楽しくなる石鹸

年齢を重ねた肌は水分が流出しやすくキメを整える力が弱くなります。
保湿効果が高いキャロットシードエキス配合で、お肌にたっぷりと潤い
を与え、コンフリーが痒みを抑えしっとりとしたお肌に仕上げます。

コンプレクションソープ

Complexion soap
150g  2,000円

ドライ肌、オイリー肌などお肌タイプ別に作られた特別な石鹸です。毎日のボディケアにも
たっぷり使える大きなサイズでお肌を健やかに保ちます。

年齢を重ねた肌  / エイジングケアに

【最適肌タイプ】

ビタミンを豊富に含み、浸透力の高いアボカドやパンプキンシー
ド、ホホバオイルがカサついたお肌をしっとり柔らかくします。穏
やかに香るので、強い香りが苦手な方にもおすすめの石鹸です。

ドライ肌 / 美肌を保ちたい方

【最適肌タイプ】

レモンバームとシトロネラ配合で、柑橘系のさっぱりとした香りの
石鹸です。カオリン（クレイ）が汚れを吸着してお肌を清潔に保ちま
す。男性の方にも人気の石鹸です。

オイリー肌 / 皮脂汚れが気になる方

【最適肌タイプ】

しっとり感 ★★★★
香りの強さ ★★

しっとり感 ★★★★★
香りの強さ ★

しっとり感 ★
香りの強さ ★★★★

しっとり感★★★
香りの強さ★★★

香りの強さ ★★★★★

しっとり感 ★★★★★
石
鹸
チ
ャ
ー
ト

【5段階評価】洗い上がりのしっとり感を表します。
  星が少ない ＝ さっぱりとした洗い上がりで、オイリー肌の方におすすめです。

【5段階評価】香りの強さを表します。
  星が多い ＝ しっかりとした香りで、より香りをお楽しみいただけます。

食物繊維を豊富に含む穀物が配合され、お肌の古い角質を取り除き
ます。カサカサなどの肌トラブルを和らげ、柔らかさとすべすべ感、
ツヤを取り戻します。ピーリング用の石鹸としてお使いください。

厚肌（角質が気になる肌）  / ツヤが欲しい方

【最適肌タイプ】

メチュアスキン

ドライスキン

オイリースキン

エクスフォリエイティング



スペシャリティソープ

Speciality soap
125g  1,800 円   75g/80g  1,500 円

死海の泥の吸引吸着力で、毛
穴の汚れや皮脂を取り除き、
ハチミツがお肌に潤いを与
え美肌へと導きます。爽やか
な香りで男性にも人気のあ
る石鹸です。

コンビネーション肌
毛穴の汚れが気になる方

しっとり感 ★
香りの強さ ★★★★

しっとり感 ★★
香りの強さ ★★

しっとり感 ★
香りの強さ ★★★★★

しっとり感 ★★
香りの強さ ★★★

しっとり感 ★★★
香りの強さ ★★★★★

しっとり感 ★★★★★
香りの強さ ★★★

しっとり感 ★★★★
香りの強さ ★★★

しっとり感 ★★★★
香りの強さ ★★★★

【最適肌タイプ】

シーバックソーンは、グミ科
の植物で伝統あるハーブの一
種です。25 種類ものミネラル
と豊富なビタミン E・C を含ん
だ石鹸です。柑橘系のさっぱ
りとした香りの石鹸です。

あらゆる肌
エイジングケアに

【最適肌タイプ】

スペアミント配合の刺激的な
香りが特徴の石鹸です。
とても爽快感のある香りと洗
い心地が、お肌をリフレッシ
ュさせてくれます。
さっぱりとした洗い心地を好
まれる方におすすめです。

オイリー肌 

【最適肌タイプ】

【最適肌タイプ】

お肌の乾燥を防ぎ、滑らかなお
肌へと導きます。リッチでクリ
ーミーなシアバターのしっと
り感が特徴で、乾燥肌の方にお
すすめです。ラベンダーのリラ
ックスした香りがお肌と心を
癒します。

ドライ肌 
潤いが欲しい方

ローズにはお肌をきれいに
整えてくれる効果がありま
す。美容パックとしても使わ
れているキュウリも配合さ
れ、透明感のある美しいお肌
へと導きます。ローズのやさ
しい香りにも癒されます。

トラブル肌 
お肌に透明感が欲しい方

【最適肌タイプ】

足用の石鹸です。ティートゥ
リー、スペアミントが配合され
たすっきりとした洗い上がり
で爽快感のある石鹸です。ブー
ツなどで疲れた足のリフレッ
シュにおすすめです。

ドライ肌
エイジングケアに

【最適肌タイプ】

しっとり感 ★★★
香りの強さ ★★★★★

クレオパトラが愛用していた
とも言われるオリバナムとミ
ルラは、古代から瞑想などに使
われてきた心を落ち着かせる
高貴な香りです。上層に細かい
粒子の軽石が入っており、やさ
しく角質を取り除きます。

乾燥・角質・毛穴の汚れや肌荒れなど、お肌のお悩み・トラブルに応じて作られた
ハーブや植物を中心としたスペシャルケア石鹸です。

ノーマル肌 
エイジングケアに

【最適肌タイプ】

死海の泥には、豊富なミネラ
ル成分が含まれます。余分な
皮脂と毛穴の汚れを取り除
き、キメの細かいお肌にしま
す。真夏の時期や、皮脂の多
い方におすすめです。
※クレンジングとして最適

オイリー肌 
皮脂浮きが気になる方

【最適肌タイプ】

東洋の伝統植物の中でも高
貴で珍重されているジンセ
ンは、高麗ニンジンとして知
られています。保湿力の高い
ライスとともにお肌に潤い
をたっぷりと与えてくれる
石鹸です。

敏感肌の方以外
足のリフレッシュをしたい方

【最適肌タイプ】

クールクレイ 125ｇシーバックソーン 125ｇブラック 125ｇ オリバナム＆ミルラ  125ｇ

死海の泥 75ｇ

ジンセン＆ライス  125ｇ

シアバター＆ラベンダー 125ｇ

ローズ  125ｇ

フィート 80ｇ
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フルーツソープ

Fruit soap
110g  1,700円

上質なイチゴをたっぷり使
ったやさしい石鹸です。イチ
ゴそのままの甘酸っぱい香
りで、表面にはフレッシュな
イチゴのつぶつぶが見られ
ます。お肌の潤いと弾力性を
高め、肌荒れを防ぎます。

ノーマル肌
肌荒れが気になる方

しっとり感 ★★★★★
香りの強さ ★★★★★

しっとり感 ★★★★
香りの強さ ★★★

しっとり感 ★
香りの強さ ★★★★

しっとり感 ★★
香りの強さ ★★★

しっとり感 ★★★★
香りの強さ ★★★★★

しっとり感 ★★★★
香りの強さ ★★

しっとり感 ★★
香りの強さ ★★★★

しっとり感 ★★★
香りの強さ ★★★

【最適肌タイプ】

フルーツ酵素の力により、古
い角質をやさしく取り除き
キメを整え、お肌のツヤを取
り戻します。洗い上がりはさ
っぱりとハリ・ツヤが出て、
つっぱることなくお肌に潤
いを与えます。

ノーマル肌 
ハリと潤いが欲しい方

【最適肌タイプ】

パパイヤに含まれるパパイン
酵素には、お肌の汚れを取り
除いてくれる作用があります。
ライムと共にビタミンを多く
含み、エイジングケアとして
お使いいただけます。さっぱ
りとした香りが人気です。

オイリー肌 
エイジングケアに

【最適肌タイプ】

【最適肌タイプ】

バナナには、お肌によいとさ
れるミネラルが豊富に含まれ
ています。高い保湿効果でし
っとり潤い、ヨーグルトと共
に明るい肌色へと導きます。
バナナのやさしい香りがする
石鹸です。

ドライ肌 
透明感が欲しい方

柔軟性を保ち、皮脂を取りす
ぎることなく乾燥から肌を
守ります。お肌にハリとツヤ
を与え潤いあるお肌へと導
きます。甘すぎずさっぱりと
した香りで、バスルームいっ
ぱいに香りが広がります。

ダメージ肌 
ハリとツヤが欲しい方

【最適肌タイプ】

ビタミンB やミネラルを豊富
に含み、肌荒れを防ぐなど美
容効果のあるハチミツを蜂の
巣ごと封じ込めた石鹸です。
お肌をしっとりとさせ、ドラ
イ肌の方はもちろん、敏感肌
の方にもおすすめです。

ダメージ肌
肌荒れが気になる方

【最適肌タイプ】

しっとり感 ★★★
香りの強さ ★★

潤いと柔軟性を与え、お肌を
健やかに保ちます。季節の変
わり目のデリケートなお肌
を保護するのにおすすめの
石鹸です。ピーチのほんのり
甘い香りがお肌を包み、しっ
とりと仕上げます。

ドライ肌
潤いが欲しい方 

【最適肌タイプ】

エラグ酸が豊富なブラックベ
リーと、アップルがまるごと
入った見た目にもかわいらし
い石鹸です。マイルドでク
リーミーな泡がお肌を包み込
み、しっとりと洗い上げます。

ドライ肌 
透明感が欲しい方

【最適肌タイプ】

マリーゴールドとビタミン
が豊富なマンゴーは、肌荒れ
を防いで美肌へと導きます。
フローラルな香りに、マンゴ
ーの甘い香りのバランスが
絶妙な石鹸です。

敏感肌・ドライ肌
潤いが欲しい方

【最適肌タイプ】

フレッシュなフルーツをそのまま封じ込めた石鹸です。植物由来のグリセリンを使用し
お肌をしっとり洗い上げます。石鹸の表面には本物の果実や種そのものが見られます。

ストロベリーパイナップル＆ココナッツライム＆パパイヤ ピーチ＆アプリコット

アップル＆ブラックベリー

マンゴー＆マリーゴールド

バナナ＆ヨーグルト

グレープ＆オレンジ

ハニーキューブ
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Essential Oil
ボタニクス製品の香りの基となっているエッセンシャルオイルです。
リフレッシュしたい時、リラックスしたい時などにぜひお使いください。

エッセンシャルオイル

レモングラス

ローズマリー
グレープフルーツ
ローズウッド
ラベンダー
イランイラン

ベルガモット

フランキンセンス

2,300 円

2,800 円

3,800 円

8,000 円

シングル

スティミュレイティング
＜マンダリン・オレンジスイート・レモングラス・ジンジャー＞

レビビング
＜ラベンダー・ペパーミント・スペアミント・ジュニパー・マジョラム＞
ロマンス
＜イランイラン・ローズウッド・パチュリ・オレンジビター・ローズ＞

カーミング
＜ゼラニウム・ラベンダー・パチュリ・カルダモン・ミルラ＞
リラクシング
＜グレープフルーツ・ラベンダー・エレミ・ローレル＞

2,800 円

3,300 円

3,800 円

ブレンド

80g  1,500円　 80g×2pcs(箱入り) 2,900円アロマソープ

Aroma soap

お肌をいきいきとさせるボ
ヘミアンフラワーエキスと
ラベンダーオイル配合で、お
肌を健やかに保ちます。ラベ
ンダーの香りは、心を穏やか
にしてリラックスさせてく
れます。

敏感肌
肌荒れが気になる方

しっとり感 ★★★
香りの強さ ★★★★

しっとり感 ★★
香りの強さ ★★★★

しっとり感 ★★★
香りの強さ ★★★

しっとり感 ★★★★
香りの強さ ★★★

しっとり感 ★★★★★
香りの強さ ★

【最適肌タイプ】

マリーゴールド精油の他、柑
橘系のフルーツがブレンド
された心地よい香りの植物
ソープです。グレープフルー
ツもブレンドされた爽やか
な香りでお肌も心もリフレ
ッシュできます。

敏感肌 
肌荒れが気になる方

【最適肌タイプ】

ローズオイルの保湿効果で
しっとり洗い上げてくれま
す。ローズゼラニウム精油、
ローズウッド精油、マンダリ
ン精油の伝統的なブレンド
が香り、お肌も心も癒される
石鹸です。

ドライ肌 
美肌を保ちたい方

【最適肌タイプ】

お肌を滑らかにし、しっかり
保湿するスウィートアーモ
ンドオイルと、繊細なローズ
オットー、ローズウッドの精
油がブレンドされた、香りに
も癒される贅沢な石鹸です。

ドライ肌 
美肌を保ちたい方

【最適肌タイプ】

敏感肌
潤いが欲しい方

【最適肌タイプ】

しっとり感 ★★★
香りの強さ ★★★

たっぷりのシアバターとオ
レイン酸が豊富なモリンガ
オイルを配合したエイジン
グケアにお使いいただける
石鹸です。リフレッシュでき
る爽やかな香りで、しっかり
保湿もできます。

良質のアロマオイルがブレンドされた、お肌と心を癒してくれる石鹸です。
しっとりとした泡が特徴的な香り豊かなシリーズです。

バイオソープ

Bio soap
100g  1,600円

チェコのオーガニック基準を満たした “CPK bio” 認証の石鹸です。化学的な物質を一切含
まずバイオ原料を多く含む、最も自然派で敏感肌の方におすすめの石鹸です。

オイリー肌 
エイジングケアに

【最適肌タイプ】

最もデリケートなお肌のため
の、やさしくピュアな植物を
使った赤ちゃんにもお使いい
ただける石鹸です。シルクのよ
うに滑らかなババスオイル、
ジャーマンカモミールのエキ
スで穏やかに保湿します。

ラベンダーマリーゴールドローズ モリンガ ベビーローズ
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Face Care Body Care

Massage Oil Shea Butter

Shea Lip balm

Special Care Cleansing milk

お肌も心もリラックスでき
る香りの保湿乳液で、乾いた
お肌に失われた水分をたっ
ぷり補給し、お肌を潤してく
れます。朝晩のご使用で、カ
サついたお肌を整えます。

カンラン科の樹脂から得られ
る古来より瞑想に使われてき
た深い香りを持つオリバナム
の乳液です。乾燥しがちなお
肌に最適で、みずみずしいお
肌へと導きます。

ローズは年齢を重ねたお肌
や乾燥したお肌に潤いを与
え、美肌へと導きます。乳液
として、化粧下地として以外
にボディミルクとしてもお
使いいただけます。

お肌を整え潤いを与える、ピ
ュアな植物原料をブレンドし
た夜にお使いいただくクリー
ムです。年齢を重ねたお肌、乾
燥でお悩みの方に特におすす
めの潤いケアクリームです。

体を温め、保湿するマッサー
ジオイルです。セージ、ジン
ジャーの他、ペパーミントや
ティートゥリーなどを配合し
た爽やかな香りで、滑らかな
つけ心地のオイルです。

レモン、ローズマリーの他、5
種類のオイルをブレンドし
た拭き取りのいらないマッ
サージオイルです。セルライ
トが気になる方におすすめ
のオイルです。

洗顔後のスキンケアに、保湿性にすぐれたローション、クリームでお肌を整えます。
スペシャルケアとしてトリートメントクリームの併用で、よりお肌をみずみずしく保ちます。

一日の疲れを癒してくれるマッサージオイルや、乾燥からお肌を守るシアバターなど、
毎日のボディケアで美しいお肌を目指します。

シアバター、ババス、プラム、ア
ロエベラ、マリーゴールド、ロ
ーズオイルを含む、ナチュラル
な目元用クリームです。目の周
りのデリケートなエリアのた
めに作られた特別なトリート
メントクリームです。

サバンナに自生するシアの実
から抽出された保湿性に優れ
るバターは、乾燥からお肌を守
ります。荒れた手肌やくちび
る、目元ケアなど全身にお使い
いただけます。

シアバター、ココナッツ、ラノ
リン、シーバックソーン、ロー
ズマリーとレモン、ライム精油
を使った、くちびるを柔らかく
するリップバームです。こって
りとしたテクスチャーで、しっ
かりと保護します。

ボタニクスのシアリップバームは、化学甘味料・化学薬品・保存料な

どは使われておりませんので、開封後は3か月以内にお使いください。

シアバター、ココアバター、ス
ウィートアーモンドオイル、ビ
ーズワックス、プロポリスの自
然原料のみで作られた濃厚な
つけ心地のリップバームです。
くちびるに潤いを与え、長時間
しっとり感が持続します。

マッサージオイル 100ml  3,000円
Face Milk &  Face Lotion
フェイスミルク/フェイスローション 50g  2,600円

シアリップバーム

スペシャルケア クレンジングミルク

15g  2,300円

50g  4,300円 15g  3,500円

優しいアロマのモイスチャー
フェイスクレンジングです。
お肌に潤いを与え、毛穴のファ
ンデーションを取り除きます。
ネロリ、レモン、ザボンなどの
柑橘系オイルをブレンドした
爽やかな香りのミルクです。

100ml  3,000円

シアバター 35g  2,000円

フェイスケア ボディケア

ワイルドラベンダーフェイスローションオリバナムフェイスローションローズフェイスミルク シトラス＆ローズマリー

シアバターアイトリートメントクリーム ハーバルクレンジングミルク

100％シアバター

ポムグラネートナイトクリーム

セージ＆ジンジャー

プロポリス＆ハニー レモン＆ライム
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シャンプー

Hair Care

Flower Series

Bath Care

Bath foam

Bath salt

250ml  3,600円    500ml  5,400円

ラベンダーオイルとオーガニッ
クフラワーのエキスが穏やかで
爽やかな洗い心地のシャンプー
です。全ての髪質の方にお使い
いただけますが、特にカラーリ
ングや乾燥でパサつきが気にな
る方におすすめです。

髪を柔らかくしたい方
ドライヘア・カラーリングヘア

【おすすめタイプ】

良質のセージエキスを使った
すっきりとした香りのシャン
プーです。毛穴のつまりを取
り去り清潔に保ちます。最も
さっぱりとした洗い上がり
で、脂っぽい地肌もすっきり
します。

コシが欲しい方
ノーマルヘア（地肌がオイリー）

【おすすめタイプ】

カモミールは髪にツヤを与え、
地肌を健やかに保ちます。髪
全体がしっとりし、静電気な
どを抑えやわらかい髪へと仕
上げます。お子様には特にお
すすめのシャンプーです。

パサつき、広がりが気になる方
ノーマルヘア（地肌が敏感）

【おすすめタイプ】

【おすすめタイプ】

ハーブの一種「ヘナ」は、トリ
ートメント効果が最も高く、
白髪を自然に目立たなくさせ
る（個人差はあります）シャン
プーです。黒髪には染まらず、
髪に負担をかけないことがヘ
ナの特徴です。

白髪が気になる方
ノーマル～ダメージヘア

マリーゴールドのフローラ
ルで上品なやさしい香りが
バスルームいっぱいに広が
ります。お肌への負担が少な
く、敏感肌の方やお子様にも
お使いいただけます。

オーガニックラベンダーの
すっきりとした香りで、リ
ラックスしながらバスタイ
ムを楽しめます。モコモコの
泡が体を包み込み汚れを浮
かせて落とし、心地よい肌触
りになります。

ハーブや植物を使用した髪質に合わせて選べる、コンディショナーやトリートメントいらずの
頭皮と髪にやさしいノンシリコンシャンプーです。

バスフォーム

クリーミーな泡のバスタブに浸かるだけで汚れを浮き出すバスフォームや、フローラルな香りが
広がるバスソルトなど、香りに癒されゆったりとできるバスタイムを演出します。

ヨーロッパでは一般的なビール
が原料のシャンプーです。麦芽
とホップが地肌を清潔にし、傷
んだ髪にハリとツヤを与え髪を
強くします。スモーキーなホッ
プの香りで、特に黒髪の方にお
すすめです。

ボリュームアップしたい方
ノーマル～ダメージヘア

豪華な精油がブレンドさ
れた、フラワーシリーズ
のシャンプーもあります。

フラワーシリーズ

【おすすめタイプ】

ミネラル豊富なオーガニック
の海藻エキス、サンダルウッ
ド、イランイランなど 14 種類
の精油をブレンドした贅沢な
香りで、バスタブの中で心も体
も癒されます。

マリーゴールド、ラベンダー、
ローズゼラニウム、グレープフ
ルーツのフローラルで爽やか
なブレンドに、アーユルヴェー
ダを思わせるターメリックが
融合したエキゾチックな香り
です。

たっぷりのラベンダーに、グレ
ープフルーツ、サイプレスなど
さっぱりとした香りを 5 種類
ブレンドした爽やかなバスソ
ルトです。まるでラベンダー畑
にいるかのような清々しい香
りが広がります。

パルマローザ、ローズゼラニウ
ム、ブルガリアローズなど 10
種類の香りをブレンドした贅沢
なバスソルトです。甘くスパイ
シーなコリアンダー、まったり
とした深い甘みのあるサンダル
ウッドもブレンドしています。

195ml  3,200円

バスソルト 500g  4,600円

ワイルドラベンダーセージカモミール

ワイルドラベンダー

ビール＆ホップ

シーウィード

ヘナ

マリーゴールド

ラベンダーローズ マリーゴールド

17 18



Flower series Rose

お肌をいきいきとさせ、水分を補充し内側からみずみずしい肌
へと導きます。繊細さの中にも力強い香りを持ったセンティ
フォリア種やダマスクローズなどの花びらから採集された芳香
蒸留水を使用しています。 

良質なローズの産地であるブルガリア、モロッコ、トルコなどのダマスクローズ、センティフォ
リアローズを使用したワンランク上のローズシリーズです。

厳選された草花から採集されるピュアなエキス、
精油を使ったスキンケアシリーズです。

ローズシリーズ

50ml  3,000円

ローズ、ローズウッド、パチュリ、マンダリン、ゼラニウムなど 9
種類の精油を贅沢にブレンドした、穏やかで肌なじみの良い保
湿クリームです。

50g  5,300円

日焼けや乾燥などの厳しいコンディションでダメージを受けた
手肌に適したハンド＆ボディクリームです。新鮮なオーガニッ
クマルメロシードエキス、サフラワーオイルが効果を高めます。

100g  3,200円

全ての髪質にお使いいただける穏やかで優しいシャンプーです。
ピュアローズやレタスなどの新鮮なオーガニックハーブエキスが
髪に弾力を与えます。ピュアローズオイルと、7 種類の精油のみを
使用しています。

195ml  4,800円

ローズウォーター

ローズモイスチャーフェイスクリーム

ローズハンド＆ボディクリーム

ローズシャンプー
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Marigold

豊かな香りで保湿力の高いトリートメントクリームです。乾燥
肌の方におすすめです。お顔だけでなく、全身にお使いいただけ
けます。

自社有機農園で大切に育てられた良質のマリーゴールドから採集されたエキスや精油を使用
した、香り豊かなシリーズです。

マリーゴールドシリーズ

100g  3,000円

オーガニックで栽培された花びらの部分に効果的な量のカモ
ミール、コンフリーをブレンドし、ピュアエッセンシャルオイル
で香りづけした滑らかな使い心地のボディローションです。

250ml  4,800円

敏感肌の方でも毎日お使いいただける、PH バランスの整ったリ
キッドソープです。爽やかなグレープフルーツオイルと、穏やか
なラベンダー、ゼラニウムのエッセンシャルオイル、マリーゴー
ルドオイルが配合されています。

250ml  3,000円　　500ml  4,500円

特に地肌が敏感な方におすすめです。穏やかな洗い心地で、新鮮な
オーガニックマリーゴールドフラワー、エキスを豊富に含んだ
シャンプーです。

250ml  5,500円

Lavender

ボヘミアンラベンダーのリラックスした香りの保湿クリームで
す。皮脂のバランスを整え、お肌を穏やかに保ちます。
お顔だけでなく、全身にお使いいただけます。

ボヘミアンラベンダー（ハイクオリティのフレッシュオーガニックラベンダー）のフラワー、
エキス、精油を使用した贅沢なシリーズです。

ラベンダーシリーズ

100g  3,000円

心地よい滑らかな肌触りのスウィートアーモンドオイル、グリ
セリン、ココアバターを配合し、新鮮なボヘミアンラベンダーフ
ラワーとラベンダー精油のみを使った保湿効果の高いボディ
ローションです。

250ml  4,800円

敏感肌の方にもお使いいただける、優しく洗い上げるハンド＆
ボディソープです。ピュアエッセンシャルオイルとボヘミアン
ラベンダーのナチュラルな香りが心地よいボディソープです。

250ml  3,000円　　500ml  4,500円

穏やかな香りのボヘミアンラベンダーフラワーと、繊細で新鮮な
ラベンダーなどのエッセンシャルオイルが使われた、優しい洗い
心地のシャンプーです。

250ml  4,000円

マリーゴールドトリートメントクリーム

マリーゴールドスージングボディローション

マリーゴールドハンド＆ボディソープ

マリーゴールドシャンプー

ラベンダートリートメントクリーム

ラベンダーモイスチャーボディローション

ラベンダーハンド＆ボディソープ

ラベンダーシャンプー
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for your special one
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大切な方のお誕生日やご結婚などのお祝いに、お肌に優しく香りにも癒されるギフトを
贈りませんか？お好みに合わせてお作りいたします。

ボタニクスの人気石鹸が 40g のサイズで登場！
ちょっとしたプチギフトにどうぞ。
3 つまで専用ギフトボックスでご用意できます。

TEL: 0120-103-705
E-mail: info@botanicus-shop.jp

コンプレクションソープ　2,000 円
シアバター　2,000 円
ソープディッシュ　900 円
ギフト BOX   200 円

125g40g

5,100 円

900 円

※ギフトセットは、ギフト BOX100 円・泡立てスポンジ 100 円がセットになります。

＜ギフトセット価格＞
1 種類　　900 円＋200 円　1,100 円

2 種類　1,800＋200 円　2,000 円

3 種類　2,700 円＋200 円　2,900 円

フルーツソープ　1,700 円
スペシャリティソープ　1,800 円
ギフト BOX   200 円

全身の保湿ケアができる、シアバターを
セットにしたギフトです。

3,700 円

ローズミルク　2,600 円
ローズウォーター　3,000 円
ギフト BOX   200 円

5,800 円

シャンプー（250ml）　3,600 円
バイオソープ　1,600 円　フルーツソープ　1,700 円
ギフト BOX   200 円

7,100 円

フェイス＆ボディケアと、トリートメン
トのいらない地肌にやさしいシャン
プーをセットにしたバスタイムに癒さ
れるギフトです。

ボタニクスのギフトは、披露宴な
どのパーティーギフト、御中元、
お歳暮、お返しギフトなど、さま
ざまなオケージョンでお使いた
だけます。
ご希望数量が多い場合は、ご相談
させていただきますので、お気軽
にお問い合わせください。

デイリーに使えるフルーツソープと、週
に 1、2 度のスペシャルケアとして使え
るスペシャリティソープのセットです。

上質なセンティフォリアローズを使っ
た贅沢なスキンケアセット。お肌も心
も癒されるローズのギフトです。

Gift selection
ギフトのご案内

ミニソープ（40g）

お肌しっとりセットソープ2種セット

ローズスキンケアセット シャンプー＆ソープセット


