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お肌が持っている本来の美を引き出す
マルティナ
オーガニックスキンケア

美しい風景の中で生まれるスキンケア

植物の力が活きる

ドイツで最も古く美しい修道院の一つ、ヴェッソブルン

マルティナ オーガニックスキンケア。

修道院にマルティナ社のオフィスがあります。アルプス

受け継がれた命を敬い、

ています。この修道院はマルティナ社が2014年に購入

自然が育てた植物の力を信じ、
周りにあるすべてのものに感謝して、
愛すべきものを生み出してゆく。
それが、マルティナの考えるオーガニックです。

山脈に近い広大な敷地には、薬草園があり小川も流れ
し、
ワークショップや国際交流も開催するなど、地域の
人々にも愛される場所です。
そして、製造所が建つのはミュンヘン郊外の自然保護
区域。美しい湖や山、湿原、牧草地が広がる風景に、
古い農家を改築した製造所が穏やかに溶け込んでいま
す。静かに流れる時間の中で一つひとつ手作りの製造
が続けられています。

長年、オーガニックの信念のもとに
つくり続けてきたマルティナの製品は、

自然のエネルギー、美しい風景、
穏やかな時間、全てが
マルティナ社製品の大切な要素です。

あなたの肌、そして内面へと力強く語りかけます。
自らの力で輝く、美しい肌を目指して。
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Rose

全ての製品でデメター認証を取得

［ ローズシリーズ ］

植物の生命力がもっとも高い原料、
それはバイオダ
イナミック農法※1で育てられた作物だと、マルティ

ドライスキン

植物の持っている力を引き出すといわれるバイオダイナミック農法。

ナは考えます。希少な原料を自らの目で選び、
その

バイオダイナミック農法により栽培されたダマスクバラ花エキス
（保湿成分）
を

生命力を維持するための製造にこだわるマルティ

贅沢に使用したこだわりのローズシリーズ。

バラの女王ダマスクバラの芳醇さにフレッシュなハイビスカス花エキス
（保湿成分）
をブレンド。

ナは、全製品にデメター認証※2を取得しました。全

思わず深呼吸したくなるような心地よい香り。

ての製品に愛情を注ぎ、高い基準をクリアする。
そ
れがマルティナのものづくりです。
※1 シュタイナーが人智学にもとづき考案した独自の農法。
化学肥料や殺虫剤を使わないのはもちろん、大地そのものの
生命力を高めるために考えられた天然成分で作った調合剤を
使います。自然界にある全ての生命力と循環を考えたこの農
法は、
数ある有機農法の中でも大変厳しい基準をもつ農法とし
て、
世界中でその価値を認められています。
※2 バイオダイナミック農法を用いて生産された製品である
ことを証明する認証機関。生産から加工、包装、流通に至るま
で厳しい審査を通った生産物に対して認証が与えられます。

マルティナ ローズクレンジングミルク
（クレンジング・洗顔）
150mL

自身が幼いときに身をもって感じた植物のパワーをたくさんの人に届
けるために1986 年ドイツでブランドを立ち上げる。品質の高い製品を
作るだけでなく、自然環境保護にも取り組むマルティナ社の姿勢は世

4,950円
（税抜価格4,500円）

オリーブ果実油(保湿・柔軟成分）
をベースに、
ダマスクバラ、ハイビスカスが肌にうるお
いをバランスよく与え、
うるおいを残しながらメイクや汚れを落とします。
成分：水、
オリーブ果実油**、
ダマスクバラ花エキス**、ハイビスカス花エキス**、ハマメリス花水**、セ
イヨウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッ
ツ油由来）、
セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）

界各国で支持を受けている。

マルティナ ローズフェイシャルローション
（化粧水）

マルティナ オーガニックスキンケアは
『自然由来原材料のみ』
の化粧品です。
●自然界にある原材料のみを使用し、石油系合成成分、遺伝子組み換え原料は使用しません
●バイオダイナミック農法により栽培された植物、有機栽培植物を使用します
●バイオダイナミック原理に従って作った、
スパゲリックエッセンスを製品に使用します

100mL

3,740円
（税抜価格3,400円）

ハマメリス、
ダマスクバラの収れん作用が肌のキメを整え、
カニナバラ果実（ローズヒッ
プ）、ハイビスカスがうるおいを与えます。
成分：水、
エタノール**（ライ麦由来）、
ダマスクバラ花エキス**、
カニナバラ果実エキス*、ハイビスカス
花エキス**、ハマメリス花水**、香料**（エッセンシャルオイル）

マルティナ ローズモイスチャーミルク
（乳液）
100mL

デメター認証
バイオダイナミック農法を用いて生産された製品であ
ることを証明する認証団体。生産から加工、包装、流
通に至るまで厳しい審査を通った生産物に対してそ
の認証をつけます。
【デメター認定化粧品の表示基準】
● 全成分の90％以上がバイオダイナミック農法によ

EMAS
EUのEco-Management Audit Scheme
（環境管理・監査ス
キーム）
の略で、
企業や団体等の組織が環境方針、
目標など
を設定し、
その達成に向けた取り組みを実施するための自
己管理システムです。
（この環境管理システムを確立し、環
境声明書の検証を受けた事業者がEMAS のロゴマークを
使用する事が認められています）

る原材料、残りの10％はオーガニック認定原材料
であること
品は、デメターロゴが含まれる表示物に「66％～
90％のdemeter原材料使用」
と記載すること

※ 水、
ミネラルに関してはデメター認定の対象外となる
ため、
水を多く含む製品はこの表記対象になります。
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成分：水、
オリーブ果実油**、
アーモンド油**、
シア脂*、
カカオ脂**、
ダマスクバラ花エキス**、
ハイビスカス花
エキス**、
セイヨウニワトコエキス**、
セタノール
（ココナッツ油、
オリーブ油由来）
、
セテアリルアルコール
（コ
コナッツ油由来）
、
セテアリル硫酸Ｎａ
（パーム油またはココナッツ油由来）
、
香料*
（エッセンシャルオイル）

マルティナ ローズクリーム
（フェイス用クリーム）
50mL

● 全成分の66％以上がデメター品質の原材料の製

IHTK
化粧品の開発、製造にあたって動物実験を行わない製造業
者の国際的な団体。

6,050円
（税抜価格5,500円）

シアバター
（保湿成分）、
カカオバター
（保湿成分）配合のやさしいテクスチャー。
ダマス
クバラ、ハイビスカス、セイヨウニワトコ
（エルダーフラワー）が肌をやさしくいたわり、乾
燥から肌を守ります。

5,500円
（税抜価格5,000円）

カニナバラ果実
（ローズヒップ）
、
アボカド、
オリーブ果実油
（保湿・柔軟成分）
が肌にうる
おいを与えます。
シアバター
（保湿成分）
がクリームにコクを与え、
ハイビスカス、
ダマスク
バラ、
セイヨウニワトコ
（エルダーフラワー）
が乾燥をケアし、
もっちりとした肌へ導きます。
成分：水、
オリーブ果実油**、
ヒマワリ種子油**、
アボカド油*、
ラノリン
（ウールワックス）、
カニナバラ果
実油*、
シア脂*、
ミツロウ**、
カカオ脂**、
ダマスクバラ花エキス**、ハイビスカス花エキス**、セイヨウ
ニワトコエキス**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）
**demeter、
*bio
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Shea Butter
［ シアーナシリーズ ］

Ginseng
センシティブスキン

※2

※1 乾燥によりキメの乱れた肌印象
油分と水分のバランスが崩れて肌が安定しない状態のこと

古来から肌と髪を守る天然のクリームとして使用されてきたシアバター
（保湿成分）
。

オタネニンジン
（別名チョウセンニンジン）
は古くから和漢植物として

エタノール不使用のデリケートな肌におすすめのシリーズ。

オタネニンジン根エキス
（保湿成分）
で乾燥した肌から、

オーガニックシアバターを中心に香料
（エッセンシャルオイル）、
エルダーフラワーとダマスクバラの繊細で穏やかな香り。

マルティナ シアーナクレンジングミルク
（クレンジング・洗顔）
150mL

4,400円
（税抜価格4,000円）

シアバター
（保湿成分）配合で肌をやさしくいたわりながら、
メイクや汚れを落とします。
ダマスクバラが敏感になっている肌を保護し、
うるおいのある肌へ整えます。
成分：水、
オリーブ果実油**、
シア脂*、セイヨウニワトコエキス**、
ダマスクバラ花水**、セタノール（コ
コナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム
油またはココナッツ油由来）

マルティナ シアーナフェイシャルローション
（化粧水）
100mL

3,520円
（税抜価格3,200円）

セイヨウニワトコ
（エルダーフラワー）
、
ダマスクバラが肌をなめらかに整え、
うるおいのあ
るしなやかな肌を保ちます。
エタノール、
エッセンシャルオイル無配合のシンプルな処方。
成分：水、
セイヨウニワトコ花水**、
ダマスクバラ花水**

マルティナ シアーナモイスチャーミルク
（乳液）
100mL

4,950円
（税抜価格4,500円）

シアバター
（保湿成分）、
カカオバター
（保湿成分）配合で肌なじみのよいテクスチャー。
セイヨウニワトコ
（エルダーフラワー）
がハリのある肌に導きます。

健康維持に役立てられてきました。

みずみずしい美肌へと導くために生まれたシリーズ。

メリッサのフレッシュな香りにオタネニンジンの和漢植物を調合したオリエンタルな香り。

マルティナ ジンセナクレンジングミルク
（クレンジング・洗顔）
150mL

5,170円
（税抜価格4,700円）

オタネニンジン根エキス
（保湿成分）
をはじめフユボダイジュ、
メリッサがハリを与えな
がら、
しっとりと洗い上げます。
成分：水、
オリーブ果実油**、
フユボダイジュ葉エキス**、
オタネニンジン根エキス*、
ダマスクバラ花
水**、
メリッサ葉エキス**、セイヨウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セ
テアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香
料**（エッセンシャルオイル）

マルティナ ジンセナフェイシャルローション
（化粧水）
100mL

4,180円
（税抜価格3,800円）

ハリやツヤの失われた肌にオタネニンジン根エキス
（保湿成分）、
フユボダイジュがうる
おいとしなやかさを与えます。
肌を引き締め、
ハマメリスがみずみずしい素肌に導きます。
成分：水、
エタノール**（ライ麦由来）、
オタネニンジン根エキス*、
フユボダイジュ花エキス**、ハマメリ
ス花水**、香料**（エッセンシャルオイル）

マルティナ ジンセナモイスチャーミルク
（乳液）
100mL

6,270円
（税抜価格5,700円）

アーモンド油（保湿・柔軟成分）、
シアバター
（保湿成分）配合の肌なじみのよいテクス
チャー。
オタネニンジン根エキス
（保湿成分）、
ニンジン、
フユボダイジュがハリのあるツ
ヤ肌に導きます。

成分：水、
アーモンド油**、
シア脂*、
カカオ脂**、
ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコエキス**、セタ
ノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸
Na（パーム油またはココナッツ油由来）

成分：水、
アーモンド油**、
シア脂*、
カカオ脂**、
オタネニンジン根エキス*、
フユボダイジュ花エキス**、
メリッサ葉エキス**、
ニンジン根エキス**、ハマメリス花水**、
ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコエ
キス**、セタノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテ
アリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料**（エッセンシャルオイル）

マルティナ シアーナクリーム
（フェイス用クリーム）

マルティナ ジンセナクリーム
（フェイス用クリーム）

50mL

4,840円
（税抜価格4,400円）

デリケートな肌、季節の変わり目で敏感になっている肌をダマスクバラがやさしくいた
わりながら保湿。
シアバター
（保湿成分）、
カルナウバロウ
（保湿成分）配合でリッチでコ
クのあるクリーム。
乾燥をケアし、
もっちりとした肌へ導きます。
成分：水、
オリーブ果実油**、
ラノリン
（ウールワックス）、
シア脂*、
ダマスクバラ花水**、
カルナウバロ
ウ*、
カカオ脂**、
セイヨウニワトコエキス**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）
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［ ジンセナシリーズ ］

ドライスキン、
くすみ※１、ゆらぎスキン※2

50mL

5,830円
（税抜価格5,300円）

シアバター（保湿成分）、
カカオバター（保湿成分）配合でリッチでコクのあるテクス
チャーのクリーム。乾燥をケアし、
もっちりとした肌へ導きます。
成分：水、
アーモンド油**、
ラノリン
（ウールワックス）
、
シア脂*、
カカオ脂**、
ミツロウ**、
オタネニンジン根エ
キス*、
ニンジン根エキス**、
プロポリスエキス**、
メリッサ葉エキス**、
フユボダイジュ花エキス**、
ハマメリ
ス花水**、
トコフェロール
（ヒマワリ油由来）
、
セイヨウニワトコエキス**、
香料**
（エッセンシャルオイル）
**demeter、
*bio
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Salvia
［ サルビアシリーズ ］

Happy Aging
オイリースキン、
コンビネーションスキン

マルティナ女史自身が10代の頃に処方されたクリームの中に配合されていたハーブ

［ ハッピーエイジシリーズ ］

※1 年齢を重ねて潤いを失った肌
※2 乾燥によりキメの乱れた肌印象

ハッピーエイジという名前の由来に
「年齢と共に輝きが増してゆく、

セージ葉エキス
（収斂成分）。

そんなふうに素敵に、
幸せに歳を重ねましょう」
という意味が込められています。

セージ、ハマメリスで気分をリフレッシュさせるさわやかな香り。

ウンカリアトメントサエキス
（保湿成分）
を配合しハリと弾力のある肌を目指します。

マルティナ女史が使い、
悩んでいた肌がなめらかになった経験から誕生したシリーズ。

マルティナ サルビアクレンジングミルク
（クレンジング・洗顔）
150mL

4,400円
（税抜価格4,000円）

ペルーの熱帯雨林にのみ自生しているパワフルハーブ、

イランイランやバニラを使用したエキゾチックな甘い香り。

マルティナ ハッピーエイジクレンジングミルク
（クレンジング・洗顔）
150mL

5,720円
（税抜価格5,200円）

肌を引き締めることで知られるセージ葉エキス
（収斂成分）
とハマメリス花水（収斂成
分）
を配合。
メイクや毛穴の汚れを落とし、過剰な皮脂をやさしくオフ。
ギンバイカ
（マー
トル）、
セイヨウニワトコ
（エルダーフラワー）
がうるおいのある肌に保ちます。

ブドウ種子油、
オリーブ果実油（保湿・柔軟成分）
が年齢を重ねた肌をやさしくいたわり
ながら、
メイクと汚れを落とします。
ウンカリアトメントサ
（キャッツクロウ）、
ニンジンがう
るおいに満ちたハリのある肌へと導きます。

成分：水、
オリーブ果実油**、セージ葉エキス**、ハマメリス花水**、
ギンバイカ葉エキス、セイヨウニ
ワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由
来）、
セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）

成分：水、
オリーブ果実油**、
ブドウ種子油*、
ウンカリアトメントサエキス、
ニンジン根エキス**、セイヨ
ウニワトコエキス**、セタノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ
油由来）、
セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ油由来）、香料（エッセンシャルオイル）

マルティナ サルビアフェイシャルローション
（化粧水）

マルティナ ハッピーエイジフェイシャルローション
（化粧水）

100mL

3,520円
（税抜価格3,200円）

セージ葉エキス
（収斂成分）、
ヘラオオバコ葉エキス
（収斂成分）がオイリー肌に清涼感
を与え、
ざらつく肌を引き締めます。
フレッシュハーブの爽快な香り。
成分：水、
エタノール**（ライ麦由来）、セージ葉エキス**、ハマメリス花水**、
ヘラオオバコ葉エキス**、
タチジャコウソウ葉エキス**、香料*
（エッセンシャルオイル）

マルティナ サルビアモイスチャーミルク
（乳液）
100mL

4,730円
（税抜価格4,300円）

100mL

4,950円
（税抜価格4,500円）

オレンジ、
ダマスクバラが肌にうるおいを与えキメを整えます。
ブドウ果実、
ウンカリアト
メントサ（キャッツクロウ）がさらにうるおいを与え、パッティングで皮膚を刺激すること
により、肌を引き締めます。
成分：水、
ダマスクバラ花水**、
オレンジ花水**、
エタノール**（ライ麦由来）、
ブドウ果実エキス**、
ウン
カリアトメントサエキス、香料（エッセンシャルオイル）

マルティナ ハッピーエイジモイスチャーミルク
（乳液）
100mL

7,700円
（税抜価格7,000円）

肌なじみのよいアーモンド油（保湿・柔軟成分）、
シアバター
（保湿成分）配合でさっぱり
としたテクスチャー。セージが肌を引き締め、セイヨウニワトコ
（エルダーフラワー）、
オ
リーブ果実油（保湿・柔軟成分）
がハリとうるおいを保ちます。

アーモンド油
（保湿・柔軟成分）
、
シアバター
（保湿成分）
配合で肌なじみのよいさっぱりと
したテクスチャー。
セイヨウニワトコ
（エルダーフラワー）
、
ニンジンが肌の水分をしっかり
保持し、
ウンカリアトメントサ
（キャッツクロウ）
がもちもちと弾力ある素肌へと導きます。

成分：水、
オリーブ果実油**、
アーモンド油**、
シア脂*、
カカオ脂**、
セージ葉エキス**、
ハマメリス花
水**、
セイヨウニワトコエキス**、
セタノール
（ココナッツ油、
オリーブ油由来）
、
セテアリルアルコール
（コ
コナッツ油由来）
、
セテアリル硫酸Na
（パーム油またはココナッツ油由来）
、
香料*
（エッセンシャルオイル）

成分：水、
オリーブ果実油**、
シア脂*、
カカオ脂**、
ブドウ果実エキス**、
ウンカリアトメントサエキス、
ニンジン根エキス**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）、セイヨウニワトコエキス**、セタノール（ココ
ナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油
またはココナッツ油由来）、香料（エッセンシャルオイル）

マルティナ サルビアクリーム
（フェイス用クリーム）
50mL
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エイジングスキン※1、
くすみ※2、
ハリが失われたスキン

4,510円
（税抜価格4,100円）

マルティナ ハッピーエイジクリーム
（フェイス用クリーム）
50mL

7,370円
（税抜価格6,700円）

リッチでコクのあるテクスチャーのシアバター
（保湿成分）、
カカオバター
（保湿成分）の
クリーム。
オイリーに傾いた肌をセージ、ハマメリスがすこやかな状態に整え、
うるおい
としなやかさのある肌に導きます。

ウンカリアトメントサ
（キャッツクロウ）
、
ザクロがキメの整った、
もっちり弾力のある肌に導
きます。
シアバター
（保湿成分）
、
カカオバター
（保湿成分）
のリッチでコクのあるクリーム。

成分：水、
オリーブ果実油**、
ラノリン
（ウールワックス）、
シア脂*、
カカオ脂**、
ミツロウ**、セージ葉エ
キス**、
メリッサ葉エキス**、
ヘラオオバコ葉エキス**、セイヨウハッカ葉エキス**、ハマメリス花水**、
セイヨウニワトコエキス**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料*（エッセンシャルオイル）

成分：水、
オリーブ果実油**、
ラノリン
（ウールワックス）、
ミツロウ**、
シア脂*、
カカオ脂**、
ブドウ種子
油*、ザクロ種子油*、
ニンジン根エキス**、
ウンカリアトメントサエキス、
ダマスクバラ花水**、セイヨウ
ニワトコエキス**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料（エッセンシャルオイル）
**demeter、
*bio
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Special Care

Calendula

［ スペシャルケア ］

［ カレンドラ シリーズ ］

デイリーケアにプラスしてケアすることで肌をやわらかく、
すこやかな状態に。

ピーリング、
マスク、
集中ケアまで肌のニーズに合わせてお選びください。

トウキンセンカ花（カレンドラ）
は古くから和漢植物として知られ、
ヨーロッパで生活に寄り添い重宝されてきたハーブ。

ヒマワリ油に浸し、
太陽光に当てながらエキスを抽出させる

伝統的な製法でつくられたオイル製品をはじめ、
外部の刺激や乾燥から肌を守ります。

マルティナ ピーリングソフト
（フェイス＆デコルテ用洗浄料）
100mL

5,830円
（税抜価格5,300円）

毛穴の汚れが気になる時に天然泥、
オリーブ種子とセイヨウニワトコ種子の粉末が、
ご
わつく肌をやわらかくしつるつるにします。
カニナバラ果実（ローズヒップ）、
マルメロ果
実エキスが肌にうるおいを与え、
やさしくマッサージすることでいきいきとした印象に。
成分：水、
オリーブ果実油**、
オリーブ種子*、セイヨウニワトコ種子粉末**、
レス、
カニナバラ果実エキ
ス*、
マルメロ果実エキス**、
ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコエキス**、
チャ葉エキス**、
トコフェ
ロール（ヒマワリ油由来）、セタノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セテアリルアルコール（ココ
ナッツ油由来）、
セテアリル硫酸Na
（パーム油またはココナッツ油由来）

マルティナ カレンドラベビーオイル（フェイス＆ボディ用スキンオイル ）
100mL

4,070円
（税抜価格3,700円）

トウキンセンカ花
（カレンドラ）
が肌をやさしくいたわり、
なめらかに保ちます。
ヒマワリ種子
油
（保湿成分）
配合で、
敏感な肌や赤ちゃんのデリケートな肌になじむシンプルな成分。
成分：ヒマワリ種子油**、
トウキンセンカ花エキス**

マルティナ ７ハーブマスク
（フェイス＆デコルテ用マスク）
100mL

6,930円
（税抜価格6,300円）

肌を引き締めハリを与えるセージ、
メリッサ、
ヘラオオバコ、
タチジャコウソウ
（タイム）、
セイヨウハッカ
（ペパーミント）、
スギナ、
セイヨウノコギリソウ
（ヤロウ）
の7種のハーブが
キメを整え、みずみずしい素肌へと導きます。
成分：水、
オリーブ果実油**、
アーモンド油**、
ラノリン
（ウールワックス）、
シア脂*、
カカオ脂**、
ミツロ
ウ**、セージ葉エキス**、
メリッサ葉エキス**、
ヘラオオバコ葉エキス**、
タチジャコウソウ葉エキス**、
セイヨウハッカ葉エキス**、
スギナ葉エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、セイヨウニワトコエキ
ス**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）、香料**（エッセンシャルオイル）
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マルティナ カレンドラベビークリーム
（フェイス＆ボディ用クリーム）
50mL

3,520円
（税抜価格3,200円）

トウキンセンカ花
（カレンドラ）
、
オリーブ果実油
（保湿・柔軟成分）
がデリケートな肌をや
さしく包みこみ、
外部の刺激や乾燥から守ります。
もっちりうるおいのある肌に導きます。
成分：水、
オリーブ果実油**、
ラノリン
（ウールワックス）、
ミツロウ**、
トウキンセンカ花エキス**、
ダマス
クバラ花水**、
セイヨウニワトコエキス**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）

**demeter、
*bio
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Hand & Nail Care

Point Care

［ ハンド＆ネイルケア ］

［ ポイントケア ］
シアバター、
カカオバターをベースにしたテクスチャーが繊細な目もと口もとに

うるおいを与え、
乾燥を防ぎます。

オリーブ油、
ヒマワリ油が乾燥による手のかさつきと爪にうるおいを与えます。
柑橘系のさわやかな香りに包まれます。

マルティナ アイケアクリーム
（目元用クリーム）

マルティナ ネイルバルサム
（爪用クリーム
（バーム））

15mL

15mL

3,850円
（税抜価格3,500円）

保湿成分アボカド油、
オリーブ果実油（保湿・柔軟成分）
を配合。
シアバター
（保湿成分）
が繊細な目の周りにしっとりとしたうるおいを与えます。
成分：水、オリーブ果実油**、
ラノリン（ウールワックス）、
アボカド油*、ダマスクバラ花
水**、
オレンジ花水**、
ミツロウ**、
カカオ脂**、
シア脂*、セイヨウニワトコエキス**、
トコ
フェロール（ヒマワリ油由来）

マルティナ リップバルサム
（リップクリーム
（バーム））
15mL

2,420円
（税抜価格2,200円）

ハチミツやダマスクバラが口元にツヤとうるおいを与え、乾燥を防ぎます。
シ
アバター（保湿成分）、
カカオバター配合（保湿成分）で口紅の下地としても
おすすめです。
成分：アーモンド油**、
ラノリン
（ウールワックス）、
ミツロウ**、
カカオ脂**、
シア脂*、ハチミ
ツ**、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）、
ダマスクバラ花油**

2,860円
（税抜価格2,600円）

オリーブ果実油（保湿・柔軟成分）、
シアバター（保湿成分）が爪にうるおい
とツヤを与え、みずみずしい指先へと導きます。
アーモンド油（保湿・柔軟成
分）、
メリアアザジラクタ種子（ニーム）油（保湿成分）
など、爪をより美しく保
つオイルを配合。
成分：オリーブ果実油**、
ラノリン
（ウールワックス）
、
ミツロウ**、
アーモンド油**、
シア脂*、
カカオ脂**、
カミツレ花エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、ハチミツ**、
メリアア
ザジラクタ種子油*、
トコフェロール（ヒマワリ油由来）
、
香料**
（エッセンシャルオイル）

マルティナ カミーレハンドクリーム
（ハンドクリーム）
100mL

3,850円
（税抜価格3,500円）

シアバター
（保湿成分）、
カカオバター
（保湿成分）配合の肌なじみのよいテ
クスチャーのハンドクリーム。乾燥による指先のかさつきに悩まされがちな肌
をオリーブ果実油（保湿・柔軟成分）がやわらかくし、
しなやかさと弾力を与
えます。
フレッシュな柑橘系の香り。
成分：水、
オリーブ果実油**、
ラノリン
（ウールワックス）
、
ミツロウ**、
シア脂*、
カカオ脂**、
カ
ミツレ花エキス**、
セイヨウノコギリソウ葉エキス**、
ダマスクバラ花水**、
セイヨウニワトコ
エキス**、
チャ葉エキス**、
トコフェロール
（ヒマワリ油由来）
、
香料**
（エッセンシャルオイル）

マルティナ ハンドローション(手元用乳液)
100mL

3,190円
（税抜価格2,900円）

すっきりとしたオレンジが香る、
カミツレ
（保湿成分）配合のみずみずしいテ
クスチャーのローション。お肌にすばやくなじんで、
なめらかに仕上げます。
成分：水、
ヒマワリ種子油**、
カミツレ花エキス**、
セイヨウノコギリソウ葉エキス**、
セイヨ
ウニワトコエキス**、
ダマスクバラ花水**、セタノール（ココナッツ油、
オリーブ油由来）、セ
テアリルアルコール（ココナッツ油由来）、セテアリル硫酸Na（パーム油またはココナッツ
油由来）、香料**（エッセンシャルオイル）
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How to Use

マルティナを正しくお使いいただくために
高温多湿、
直射日光を避けて保管してください。
保管温度は2度以上25度以下をおすすめいたします。
開封後は3か月を目安にお使いください。
原材料は全て天然成分を使用しています。
成分上微細な粒や沈殿物が見えることがありますが、
品質には問題ありません。
原料となる植物の収穫時期、
収穫地により内容物の色、
香り、
質感に違いが生じることもありますが、
品質に変わりはありません。

摩擦は肌に負担になるので、
たっぷりのクレンジングミルクで
マッサージすることをおすすめします。
肌が乾燥している時には
途中でミルクを足しましょう。

【デイリーケア】
クレンジング・洗顔

【スペシャルケア】
ピーリング

【スペシャルケア】
マスク

【デイリーケア】
化粧水

【メイク落とし】
手と顔を濡らす前に、
クレンジン
グミルクを5～6プッシュほどだし、
メイクと汚れ
を浮き上がらせるようにマッサージします。約5
分間やさしくマッサージを続け、
指がすべらなく
なってきたらぬるま湯で洗い流します。

洗顔後、小さじ1杯程度を
ぬらした肌にのせやさしく
マッサージします。その後、
ぬるま湯で洗い流します。

クレンジングミルクやピーリング
ソフトで肌を清潔にし、小さじ1
杯程度を厚めに塗ります。蒸し
タオルをあて15分ほどたったあ
と、余分なパック剤をふき取って
ください。

ビンを軽く振り、5～6
プッシュ程度を肌から
約20cmほど離し直接
肌に吹きかけるか、
手
に取りお顔全体に馴
染ませてください。

※1週間に1～2回を目安にお使
いください。

※お肌の状態に合わ
せて、重ね付けを
おすすめします。

【洗顔】手と顔を濡らす前に、
クレンジングミル
クを3プッシュほどだし、
顔全体をやさしくゆっく
りマッサージします。指がすべらなくなってきた
ら、
ぬるま湯で洗い流します。
朝の洗顔にも◎。

※週に1～3回のご使用を
お すすめします。フェイ
ス、
デコルテにおすすめ。

アイケア・リップケア

【デイリーケア】
乳液

【デイリーケア】
クリーム

2～3プッシュ程度
を手にとり、肌によ
くなじませます。肌
のコンディションに
応じてクリームと量
を調節してお使い
ください。

パール1～3個大程
度を肌になじませ
ます。

ハンド・ネイルケア

目的別ケア

季節や肌のコンディ
ションに応じて、モ
イスチャーミルクと
量を調節してお使
いください。

［ シアーナシリーズ ］
センシティブスキン

［ サルビアシリーズ ］

ハンドローション

オイリースキン、
コンビネーションスキン

アイケアクリーム

適量を手になじませま
す。いつでも必要なと
きにお使いください。

パール大程度を取り、
目の周りに指先で軽
くたたくようになじま
せます。

［ ローズシリーズ ］
ドライスキン
ピーリングソフト

カミーレハンドクリーム

７ハーブマスク

カレンドラベビーオイル
お 子さまや 敏感肌の
方は入浴や洗顔の後、
顔と身体のスキンケア
やマッサージオイルと
してお使いください。
※おむつ替えのときは
脱 脂 綿 にオイル を
含ませておしりをお
拭きください。

適量を手になじませま
す。いつでも必要なと
きにお使いください。

［ ジンセナシリーズ ］
ドライスキン、
リップバルサム

くすみ※1、ゆらぎスキン※2

適 量をしっかり
塗りこみます。

カレンドラ
ベビークリーム
ネイルバルサム

［ ハッピーエイジシリーズ ］
エイジングスキン※3、
くすみ※1、ハリが失われたスキン

V

パール 大程度を爪の
上や爪の周りによくな
じませます。お風呂上
がり、寝る前などにお
使いいただくのがおす
すめです。

適量を手にとり、肌に
よく馴染ませ、気にな
るときにいつでもお使
いください。

※1 乾燥によりキメの乱れた肌印象
※2 油分と水分のバランスが崩れて肌が安定しない状態のこと
※3 年齢を重ねて潤いを失った肌
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