ネットストア限定「サンクスセット」
アイテム全成分・雑貨一覧

※商品はランダムな組み合わせとなります。
※販売終了品・旧資材商品も含まれます。

スキンケア全成分
ハンドメイドボタニカルソープ

ユズ/ビワ葉 100g

石ケン素地、水、
スクロース、
グリセリン、
ソルビトール、エタノール、香料、ユズ果実エキス、
ビワ
葉エキス、ベニバナ黄、
トコフェロール

ハンドメイドボタニカルソープ

ユズ/ビワ葉 40g

石ケン素地、水、
スクロース、
グリセリン、
ソルビトール、エタノール、香料、ユズ果実エキス、
ビワ
葉エキス、ベニバナ黄、
トコフェロール

ハンドメイドボタニカルソープ

カミツレ/ホホバ 100g

石ケン素地、
カミツレ、ホホバ種子油、水、
トコフェロール、エチドロン酸4Na、香料

ハーバルクレンジングジェル

ラベンダー/カモミール 130g

トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、グリセリン、
トリイソステアリン酸PEG-20グリセリ
ル、水、
サーファクチンNa、
ラベンダー油、
ローマカミツレ花油、
トコフェロール

ハーバルウォッシングフォーム

ラベンダー/カモミール 120g

カリ石ケン素地、水、BG、
ソルビトール、
グリセリン、
ミリスチン酸、
ステアリン酸ソルビタン、
ラウ
リン酸、
ステアリン酸、オリーブ果実油、
ブドウ種子油、
ラベンダー油、
ローマカミツレ花油、イソ
ステアリン酸、
ステアリン酸グリセリル(SE)、
ラウリルカルバミン酸イヌリン、
トコフェロール

ハーバルフェイススクラブ

ラベンダー/カモミール 30g

水、BG、グリセリン、
ブドウ種子油、
カオリン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチ
ルタウリンNa)コポリマー、ステアリン酸グリセリル(SE)、パルミチン酸イソプロピル、
コメヌカ
ロウ、
ラベンダー油、ローマカミツレ花油、
ステアリン酸グリセリル、
トコフェロール、エチルヘキ
シルグリセリン

ハーバルフェイススクラブ

ラベンダー/カモミール 30g

水、BG、グリセリン、
ブドウ種子油、
カオリン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチ
ルタウリンNa)コポリマー、ステアリン酸グリセリル(SE)、パルミチン酸イソプロピル、
コメヌカ
ロウ、
ラベンダー油、ローマカミツレ花油、
ステアリン酸グリセリル、
トコフェロール、エチルヘキ
シルグリセリン

モイスチャーハーバルマスク

ラベンダー/カモミール 1枚

水、BG、
グリセリン、
メチルグルセス-20、1,2-ヘキサンジオール、
グリセリルグルコシド、セラミ
ドNG(セラミド2)、セラミドNP(セラミド3)、セラミドAP(セラミド6Ⅱ)、ダイズステロール、水添
レシチン、加水分解ヒアルロン酸、乳酸Na、
グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、
ラ
ベンダー油、ローマカミツレ花油、
アルテア根エキス、ザクロ花エキス、エチルヘキシルグリセリ
ン、ポリソルベート20、キサンタンガム

ハーバルボディソープ

リラックス 250mL

カリ石ケン素地、水、
グリセリン、エタノール、
ヤシ脂肪酸アルギニン、ニオイテンジクアオイ油、
ローマカミツレ花油、ポリソルベート20、
トコフェロール、グルタミン酸ジ酢酸4Na、グルコン
酸Na、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
グリコール酸Na

ハーバルボディソープ

リフレッシュ 250mL

カリ石ケン素地、水、グリセリン、エタノール、ヤシ脂肪酸アルギニン、マンダリンオレンジ果皮
油、
ラベンダー油、ポリソルベート20、
トコフェロール、グルタミン酸ジ酢酸4Na、グルコン酸
Na、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
グリコール酸Na

ハーバルボディソープ

リラックス 60mL

カリ石ケン素地、水、
グリセリン、エタノール、
ヤシ脂肪酸アルギニン、ニオイテンジクアオイ油、
ローマカミツレ花油、ポリソルベート20、
トコフェロール、グルタミン酸ジ酢酸4Na、グルコン
酸Na、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
グリコール酸Na

ハーバルバスソルト

ゼラニウム 40g

塩化Na、黒砂糖、炭酸水素Na、
ニオイテンジクアオイ油

ハーバルバスソルト

マンダリン 40g

塩化Na、炭酸水素Na、黒砂糖、
マンダリンオレンジ果皮油、
ラウリン酸ポリグリセリル-10、
ト
コフェロール

ハーバルバスソルト

ラベンダー 40g

塩化Na、炭酸水素Na、
ラベンダー油、
アスコルビン酸

ハーバルボディ＆ハンドトリートメント
無香料 300mL

水、BG、オリーブ果実油、
トリ
（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、グリセリン、
シア脂、ステア
リン酸スクロース、
マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、
コメヌカエキス、
トウキンセンカ花
エキス、
ラフィノース、ベヘニルアルコール、
ステアリン酸グリセリル、
ステアリン酸PG、
トコフェ
ロール、
アルギニン、
カルボマー、エチルヘキシルグリセリン

ハーバルボディ＆ハンドローション

ラベンダー/ゼラニウム 250mL

水、BG、
トリ
（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、グリセリン、
ステアリン酸スクロース、ベヘニ
ルアルコール、
シア脂、ベタイン、
カルナウバロウ、
ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、ステ
アリン酸グリセリル、ステアリン酸PG、
トコフェロール、
アルギニン、カルボマー、エチルヘキシ
ルグリセリン

ハーバルハンドソープ

リラックス 250mL

カリ石ケン素地、水、ニオイテンジクアオイ油、ローマカミツレ花油、
トコフェロール、グルコン
酸Na、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリソルベート20

ハーバルハンドソープ

リフレッシュ 250mL

カリ石ケン素地、水、マンダリンオレンジ果皮油、
ラベンダー油、
トコフェロール、グルコン酸
Na、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリソルベート20

ハーバルハンドソープ

ウェイクアップ 250mL

カリ石ケン素地、水、
セイヨウハッカ油、
ローズマリー葉油、
トコフェロール、
グルコン酸Na、
ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、ポリソルベート20

ハーバルクリアハンドジェル

ライム/ローズマリー 65mL

エタノール、水、
ライム油、
ローズマリー葉油、ポリソルベート20、
カプリル酸グリセリル、(アクリ
ロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、
キサンタンガム、t-ブタノール

ハーバルハンドクリーム

リラックス 65g

水、スクワラン、マカデミア種子油、BG、ベヘニルアルコール、ペンタステアリン酸ポリグリセ
リル-10、1,2-ヘキサンジオール、尿素、ベタイン、ステアロイルラクチレートＮa、ニオイテン
ジクアオイ油、ローマカミツレ花油、
トコフェロール、
アルギニン、グリシン、カルボマー

ハーバルハンドクリーム

リフレッシュ 65g

水、スクワラン、マカデミア種子油、BG、ベヘニルアルコール、ペンタステアリン酸ポリグリセ
リル-10、1,2-ヘキサンジオール、尿素、ベタイン、ステアロイルラクチレートＮa、マンダリン
オレンジ果皮油、
ラベンダー油、
トコフェロール、
アルギニン、グリシン、カルボマー

ハーバルクリアボディソープ

ラベンダー/ローズマリー 250mL
カリ石ケン素地、水、グリセリン、グルコン酸Na、カキタンニン、
ラベンダー油、ローズマリー葉
油、
ワイルドタイムエキス、
トコフェロール、グルタミン酸ジ酢酸4Na、
ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、エタノール、BG、
メントール、
グリコール酸Na

ハーバルボディ＆ハンドローション

ラベンダー/ローズマリー 300mL

水、BG、グリセリン、野菜油、1,2-ヘキサンジオール、イソステアリン酸PEG-30グリセリル、ス
クワラン、ベヘニルアルコール、
ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、
ラベンダー油、ローズマ
リー葉油、
ワイルドタイムエキス、
カンテン、キサンタンガム、
トコフェロール

ハーバルクリアハンドソープ

ラベンダー/ローズマリー 300mL
水、カリ石ケン素地、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ワイルドタイムエキス、ポリソル
ベート20、
メントール、
ラベンダー油、
ローズマリー葉油、
トコフェロール、
グルコン酸Na、BG

トリートメントヘアエマルジョン

ラベンダー/ゼラニウム 100mL
水、BG、ハイブリッドヒマワリ油、
トリ
（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、テトラオレイン酸ソ
ルベス-60、イソステアリン酸イソステアリル、セタノール、
γ-ドコサラクトン、
メドウフォームエ
ストリド、
アルギニン、クレアチン、
シア脂、スクワラン、
ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、
ラウロイルリシン、
ステアリン酸ソルビタン、
ステアロイルメチルタウリンNa、
トコフェロール、
カ
ルボマー、キサンタンガム、エチルヘキシルグリセリン

モイスチャーリペアシャンプー

リラックス 60mL
水、
ラウロイルメチルアラニンNa、
コカミドプロピルベタイン、エタノール、
ココイルメチルタウリ
ンNa、
トレハロース、テトラオレイン酸ソルベス-60、
ラウリン酸PG、
アルガニアスピノサ核油、
加水分解エンドウタンパク、
クレアチン、
ヒマワリ種子エキス、
ニオイテンジクアオイ油、
ローマカ
ミツレ花油、
ラウレス-4カルボン酸Na、ポリクオタニウム-10、BG、グルタミン酸ジ酢酸4Na、
クエン酸、エチルヘキシルグリセリン、
グリセリン、塩化Na、
グリコール酸Na

モイスチャーリペアコンディショナー

リラックス 60mL
水、イソペンチルジオール、
グリセリン、ハイブリッドヒマワリ油、乳酸セチル、セタノール、
アルガ
ニアスピノサ核油、加水分解エンドウタンパク、
γ-ドコサラクトン、ベタイン、
クレアチン、
ヒマワ
リ種子エキス、ニオイテンジクアオイ油、ローマカミツレ花油、
トリポリヒドロキシステアリン酸
ジペンタエリスリチル、
トリ
（カプリル酸/カプリン酸）
グリセリル、
コメヌカ油脂肪酸フィトステリ
ル、PPG-3カプリリルエーテル、ベヘニルアルコール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、ベ
ヘニルPGトリモニウムクロリド、ステアリン酸グリセリル、BG、エタノール、
トコフェロール、
ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロース、エチルヘキシルグリセリン

芳香剤・室内用芳香スプレー全成分
マスクフレッシュナー

グレープフルーツ/ラベンダー 80mL

天然精油（グレープフルーツ果皮油、ラベンダー油）、エタノール、グレープフルーツ種子エキ
ス、
カキタンニン、非イオン界面活性剤、pH調整剤、水

ファブリックハーバルスプレー
ライム/ローズマリー 170mL

天然精油（ライム油、ローズマリー葉油）、エタノール、除菌剤、消臭剤、非イオン界面活性剤、
pH調整剤、水

インドアハーバルスプレー
ラベンダー/ゼラニウム 80mL

天然精油（ラベンダー油、
ニオイテンジクアオイ油）、エタノール、水、非イオン界面活性剤

インドアハーバルスプレー

ペパーミント/ローズマリー 80mL
天然精油（セイヨウハッカ油、
ローズマリー葉油）、エタノール、水、非イオン界面活性剤

雑貨
バブルソープポーチ

ジップバッグ Ｌ

素材：ポリエチレン、
アクリル(紐部分)
サイズ：H11 W13cm

素材：ポリエチレン、ナイロン、PET
サイズ：H21.8 W24.1cm(外寸)
H18.3 W23.1cm(内寸)

オーガニックコットン
ハンドタオル

オーガニックコットン
ハンドタオル

ベージュ

ブラウン

素材：綿100%（オーガニックコットン)
サイズ：35 38cm

素材：綿100%（オーガニックコットン)
サイズ：35 38cm

オーガニックコットン
エアーハンカチタオル

ボディタオル
コットン/ソフト

素材：綿100%(オーガニックコットン)
サイズ：27 27cm

素材：綿52%
ポリ乳酸48%（トウモロコシ）
サイズ：H28 W100cm

コットンバッグ

コットンキャンバス
トートバッグ L
ネイビー

素材：綿
サイズ：H36 W30cm

素材：綿(100%)
サイズ：H30 W44(マチW32) D11cm

ホワイト

