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肌リズムを整えるために
マルティナ オーガニック スキンケア
マルティナが最終的に目指すのは
クレンジングミルク1本でお手入れが済む肌

デメターはヨーロッパを中心に、南北アメリカ、オーストラリアなど世界各国で
信頼される有機認証機関として、食品、化粧品などの認証を行っています。

マルティナでのお手入れを続けることで、肌リズムを整え、

デメター認定化粧品の表示基準

自らの力でうるおう肌に導きます。

◦全成分の90％以上がビオ・ダイナミック農法による原材料、残りの10％はオーガニック認定

特に肌の新陳代謝が進む夜は、クレンジングミルクのお手入れと肌の力のみで、

◦全 成分の66％以上がデメター品質の原材料の製品は、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

翌朝、肌のうるおいを感じていただくことができます。

step1
ぬるま湯

or

クレンジングミルク

ststep2

step3
モイスチャーミルク

フェイシャル
ローション

or
and
クリーム
マルティナの良さを実感していた
だくために、軽いテクスチャーを
お好みの場合にもモイスチャーミ
ルクだけでなくクリームと混ぜて
使っていただくことをおすすめし
ています。

朝の
お手入れ

 間は紫外線等からお肌を守る必要があるため、朝のお手入れにはフェイシャル
昼
ローション、クリーム等をお使いください。

step1
クレンジングミルク
（メイクをしている場合には2回使用）
夜の
お手入れ

原材料であること

※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

マルティナのスキンケアステップ

2

マルティナ製品は全てデメター認定商品です

肌のバリア機能が弱い場合、急に保湿ステップを飛ばしてしまうと乾燥によるかゆみが
起こることがあります。肌のコンディションや気候によって、うるおいが足りないと感じた
時には、フェイシャルローション、クリーム等をつけ、徐々に使用量を減らしてください。

クレンジングミルク
肌のうるおいをしっかりと守りながらメイク、汚れを落とします。
朝、夜の洗顔料としてもお使いいただけます。
肌の乾燥が気になる方はクレンジングの見直しからはじめませんか？

フェイシャルローション
肌に水分をしっかりとどける化粧水。

モイスチャーミルク
なめらかで、のびのよいさっぱりタイプの乳液。
フェイシャルローションだけでは水分が足りない肌におすすめです。
メイクの下地にも適しています。

クリーム
リッチでコクのあるテクスチャーのクリーム。
肌の乾燥をしっかりとケアしてくれる“ラノリン
（ウールワックス）”を
配合し、
もっちりとした肌に導きます。

スキンケアシリーズは肌タイプ別に5シリーズが揃います。
3

スキンケアステップ

クレンジング・洗顔
毎日のお手入れが楽しくなるローズの香り。肌当たりがやさしく、
うるおいを残しながらメイクや毛穴の汚れを落とします。
マルティナ
30mL

乾燥が気になる肌に
ローズシリーズ

ローズクレンジングミルク

2,000円 ／ 150mL

4,000円

全成分
水、オリーブ油**、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**、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリ
アオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、レシチン*、セタ
ノール、セテアリルアルコール、香料*

化粧水
肌にうるおいを与え、
バランスを整えてくれる
ダマスクローズのエキスを配合。
香りの女王とよばれる
ローズのうっとりするような甘い香りが、
心と肌にここちよく響くのを

バラやハマメリスの収れん作用で肌をリフレッシュさせキメを整え、
ハイビスカスエキスがうるおいを与えます。
マルティナ
30mL

ローズフェイシャルローション

2,000円 ／ 100mL

3,000円

全成分
水、エタノール**、ダマスクバラ花エキス**、ハイビスカス花エキ
ス**、カニナバラ果実エキス*、ハマメリス花水**、香料*

感じてください。
乳液、クリーム
さっぱり仕上がり

しっとり仕上がり

30mL

2,000円

15mL

2,000円

100mL

4,500円

50mL

4,500円

マルティナ
ローズモイスチャーミルク

全成分
水、オリーブ油**、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂*、セ
テアリルアルコール、ハイビスカス花エキス**、ダマスクバ
ラ花エキス**、レシチン*、セイヨウニワトコ根エキス**、マ
グノリアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、セタ
ノール、香料*

マルティナ
ローズクリーム

全成分
水、オリーブ油**、ラノリン、ヒマワリ種子油**、アボカド
油*、ローズヒップ油*、ミツロウ**、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
ヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮
エキス*、チャ葉エキス**、香料*、トコフェロール

モイスチャーミルクとクリームは、肌のコンディションによってお選びください。
マルティナでは、順番にお使いいただくか、混ぜてお使いいただくことをおすすめします。
4

*はbioあるいは野生、**はdemeter

※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。 5

デリケートな肌、
季節の変わり目で
敏感になっている肌に
シアーナシリーズ

スキンケアステップ

クレンジング・洗顔
肌をやさしくいたわりながら、メイクや毛穴の汚れを落とします。
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。
マルティナ
150mL

シアーナクレンジングミルク

3,800円

全成分
水、オリーブ油**、シア脂*、セテアリルアルコール、レシチン*、
セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキ
ス*、チャ葉エキス**、ダマスクバラ花水**、セタノール

デリケートな肌や
敏感になっている肌が求めているのは、
シンプルなお手入れ。
厳選された原料が肌を守り、
うるおいのある肌へと導きます。

化粧水
セイヨウニワトコと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成分。
マルティナ
100mL

シアーナフェイシャルローション

3,000円

全成分
水、セイヨウニワトコ花水**、ダマスクバラ花水**

乳液、クリーム
さっぱり仕上がり

しっとり仕上がり

30mL

2,000円

15mL

2,000円

100mL

4,000円

50mL

4,000円

マルティナ
シアーナモイスチャーミルク

シアバター

全成分
水、オリーブ油**、アーモンド油**、セテアリルアルコール、
シア脂*、カカオ脂*、レシチン*、ダマスクバラ花水**、セイ
ヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エ
キス*、チャ葉エキス**、セタノール

マルティナ
シアーナクリーム

全成分
水、オリーブ油**、ラノリン、シア脂*、ダマスクバラ花
水**、カルナウバロウ、カカオ脂*、セイヨウニワトコ根エ
キス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エ
キス**、トコフェロール

モイスチャーミルクとクリームは、肌のコンディションによってお選びください。
マルティナでは、順番にお使いいただくか、混ぜてお使いいただくことをおすすめします。
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*はbioあるいは野生、**はdemeter

※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。 7

スキンケアステップ

クレンジング・洗顔
植物エキスがハリを与えながら、
乾燥が気になる肌をしっとりと洗い上げます。

輝きを求める肌、
ハリを求める肌に
ジンセナシリーズ
オタネニンジン（天然保湿成分）をはじめとする、

マルティナ
150mL

ジンセナクレンジングミルク

4,500円

全成分
水、オリーブ油**、フユボタイジュ花エキス**、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**、レシチン*、
セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキ
ス*、チャ葉エキス**、セタノール、セテアリルアルコール、香料**

化粧水

生命力あふれる植物エキスが

ツヤやハリの失われた肌に植物エキスがうるおいと
しなやかさを与えます。頑張り続ける肌をリフレッシュさせて、
みずみずしい素肌に導きます。

肌のつややかさをアップし、

マルティナ

みずみずしい美肌に導きます。
乾燥による小じわを目立たなくします。
メリッサ、ライムのすっきりとした香り。

100mL

ジンセナフェイシャルローション

3,700円

全成分
水、エタノール**、オタネニンジン根エキス*、フユボタイジュ花エキ
ス**、ハマメリス花水**、香料**

乳液、クリーム
さっぱり仕上がり

しっとり仕上がり

30mL

2,300円

15mL

2,300円

100mL

5,000円

50mL

5,000円

マルティナ
ジンセナモイスチャーミルク

全成分
水、オリーブ油**、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂*、
オタネニンジン根エキス*、ハマメリス花水**、フユボタイ
ジュ花エキス**、メリッサ葉エキス**、レシチン*、セイヨ
ウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキ
ス*、チャ葉エキス**、ニンジン種子油**、ヒポファエラムノ
イデス果実油**、ダマスクバラ花水**、セタノール、セテア
リルアルコール、香料**

マルティナ
ジンセナクリーム

全成分
水、アーモンド油* *、オリーブ油* *、ラノリン、ミツロ
ウ**、シア脂*、カカオ脂*、ニンジン種子エキス**、オ
タネニンジン根エキス*、フユボタイジュ花エキス**、メ
リッサ葉エキス**、ハマメリス花水**、プロポリスエキ
ス*、ヒポファエラムノイデス果実油**、トコフェロール、
セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス
樹皮エキス*、チャ葉エキス**、香料**

モイスチャーミルクとクリームは、肌のコンディションによってお選びください。
マルティナでは、順番にお使いいただくか、混ぜてお使いいただくことをおすすめします。
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*はbioあるいは野生、**はdemeter

※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。 9

エイジングケアに
ハッピーエイジシリーズ
歳を重ねるごとに輝きも増していく。
そんな女性を目指すあなたを力強く応援。
女性としての輝きを増すため、

スキンケアステップ

クレンジング・洗顔
年齢を重ねた肌をやさしくいたわりながら、
メイクと毛穴の汚れを落とします。
植物成分が、うるおいに満ちたハリのある肌へと導きます。
マルティナ
150mL

ハッピーエイジクレンジングミルク

5,000円

全成分
水、オリーブ油**、ブドウ種子油*、ウンカリアトメントサエキス、ニ
ンファエアアルバ花エキス、セテアリルアルコール、セタノール、ニ
ンジン根エキス**、レシチン*、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノ
リアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、香料

世界中から厳選された植物を使用。
キャッツクロー、

化粧水

スイレンの花のエキスによって

ブドウ果実エキスが肌にうるおいを与えキメを整えます。
パッティングで皮膚を刺激することにより、
肌をフレッシュに目覚めさせます。

キメの整った、
もっちり弾力のある肌を目指します。
穏やかな甘い香り。
キャッツクロー（ウンカリアトメントサエキス）

マルティナ
100mL

ハッピーエイジフェイシャルローション

4,000円

全成分
水、ダマスクバラ花水**、オレンジ花水**、エタノール**、ブドウ
果実エキス**、ウンカリアトメントサエキス、ニンファエアアルバ
エキス、香料

肌に弾力とハリを与えます
スイレンの花のエキス（ニンファエアアルバエキス）
優れた保湿成分でうるおいに満ちた

乳液、クリーム

ハリのある肌に整えます
さっぱり仕上がり

マルティナ
ハッピーエイジ
モイスチャーミルク
30mL

2,700円

100mL

6,500円

全成分
水、オリーブ油**、ブドウ葉エキス**、ウンカリアトメント
サエキス、ニンファエアアルバ花エキス、ダマスクバラ花エ
キス**、ニンジン根エキス**、シア脂*、カカオ脂*、レシチ
ン*、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリ
ス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、セテアリルアルコール、セ
タノール、トコフェロール、香料

しっとり仕上がり

マルティナ
ハッピーエイジクリーム
15mL

2,700円

50mL

6,500円

全成分
水、オリーブ油**、アボカド油*、ラノリン、ミツロウ**、
ザクロ種子油*、ブドウ種子油*、シア脂*、カカオ脂*、
ヒポファエラムノイデス果実油**、ウンカリアトメント
サエキス、ニンファエアアルバ花エキス、ダマスクバラ
花水**、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィ
シナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、トコフェロー
ル、ニンジン根エキス**、香料

モイスチャーミルクとクリームは、肌のコンディションによってお選びください。
マルティナでは、順番にお使いいただくか、混ぜてお使いいただくことをおすすめします。
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*はbioあるいは野生、**はdemeter

※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。11

スキンケアステップ

クレンジング・洗顔
メイクや毛穴の汚れを落とし、過剰な皮脂を落としながら、
うるおいのあるすこやかな素肌を保ちます。
マルティナ
150mL

サルビアクレンジングミルク

3,800円

全成分
水、オリーブ油**、レシチン*、セージ葉エキス**、ダマスクバラ花水**、ハ
マメリス花水**、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス
樹皮エキス*、チャ葉エキス**、セタノール、セテアリルアルコール、香料*

化粧水
肌をすっきりさせ、すこやかに保ちます。
オイリー肌をさっぱりとなめらかに整え引き締めます。
マルティナ
100mL

サルビアフェイシャルローション

3,000円

全成分
水、エタノール**、セージ葉エキス**、ヘラオオバコ葉エキス**、
ハマメリス花水**、香料*

オイリー肌に
サルビアシリーズ

乳液、クリーム
マルティナ
サルビアモイスチャーミルク
30mL

2,000円

マルティナ
サルビアクリーム
15mL

2,000円

100mL

4,000円

50mL

4,000円

肌を引き締めることで知られる植物エキス・セージ配合。
過剰な皮脂を落としながら、
うるおいのあるすこやかな素肌へと導きます。
ハーブの爽快な香り。

全成分
水、オリーブ油**、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂*、
レシチン*、セテアリルアルコール、セージ葉エキス**、ハマ
メリス花水**、ダマスクバラ花水**、セイヨウニワトコ根エ
キス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エキ
ス**、香料*、セタノール

全成分
水、オリーブ油**、ラノリン、ミツロウ**、シア脂*、カカ
オ脂*、メリッサ葉エキス**、ハマメリス葉エキス**、セー
ジ葉エキス**、セイヨウハッカ葉エキス**、ヘラオオバコ
葉エキス**、トコフェロール、香料*、セイヨウニワトコ根
エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉
エキス**

モイスチャーミルクとクリームは、肌のコンディションによってお選びください。
マルティナでは、順番にお使いいただくか、混ぜてお使いいただくことをおすすめします。
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*はbioあるいは野生、**はdemeter

※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。13

理想の肌に近づくために…

スペシャルケア

ピーリングから保湿ケアまで、肌の要望にあった製品をお選びください

ピーリング

フェイス・デコルテ用角質ケア

ピーリングソフト

フェイス・デコルテ用

もっちり、若々しい肌に…

フェイス、デコルテに…
マルティナ

フェイシャルマスク



100mL 5,000円

毛穴の汚れが気になる時のお手入れに。オリーブ種子皮粉とホ
ホバビーズが、ごわつく肌をやわらかくしながら、うるおいのあ
るつるつる肌に導きます。やさしくマッサージすることで血行の
よい肌に。
使い方

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、ぬれたスポンジなどで拭き取り洗い流します。週に1-3回のご使
用をおすすめします。
全成分／水 、オリーブ油**、オリーブ 種子皮粉*、ホホバ油抽出物（ホホバビー
ズ）、ホホバ種子油**、セテアリルアルコール、セタノール、レシチン*、
レス、カニナバラ果実エキス*、クインス果実エキス**、ダマスクバラ花
水**、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキ
ス*、チャ葉エキス**、トコフェロール

マルティナ
50mL

ハッピーエイジバイタルマスク



7,000円

もっちりと、輝きのある素肌に整えます。心地よい香りで、パッ
クをハッピーなリラックスタイムへ。
全成分／水、オリーブ油**、アーモンド油**、ラノリン、ミツロウ**、月見草油*、
ブドウ種子油*、シア脂*、カカオ脂*、オレンジ花水**、ダマスクバラ花
水**、ハチミツ**、アロエベラ葉エキス**、ヒポファエラムノイデス果
実油**、ニンジン根エキス**、トコフェロール、セイヨウニワトコ根エキ
ス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、香料

肌を引き締め、ハリを与える…
マルティナ

7ハーブマスク

100mL 6,000円

肌を引き締めハリを与えるスギナ、肌のきめを整えるメリッサ
など、7種のハーブが効果を発揮してキメを整え、みずみずしい
素肌へと導きます。
全成分／水、オリーブ油**、アーモンド油**、マカデミアナッツ油*、ラノリン、ミツ
ロウ**、シア脂*、カカオ脂*、スギナ葉エキス**、セージ葉エキス**、タイ
ム葉エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、メリッサ葉エキス**、セ
イヨウハッカ葉エキス**、ヘラオオバコ葉エキス**、メリアアザジラクタ
葉エキス、香料**、トコフェロール

使い方

1週間に1～2回程度お使いください。クレンジングミルクで肌を清
潔にし、小さじ1、2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るか、ぬるま湯で洗い流し
ます。
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*はbioあるいは野生、**はdemeter
※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。15

モイスチャライザー

フェイス用

部分用

柑橘系のやさしい香り
マルティナ アローラクリーム

目元にハリと輝きを

15mL

15mL

2,700円

外気の刺激をうけた肌をなめらかにします。
使い方

パール２～３個大程度を肌になじませます。

全成分／水、オリーブ油**、アボカド油*、ラノリン、ホホバ種子油**、アロエベラ葉エキス**、ゴ
マ油**、ミツロウ**、シア脂*、カカオ脂*、ニンジン種子エキス**、セイヨウオトギリソ
ウ花エキス**、セイヨウノコギリソウ葉エキス**、ハマメリス花水**、ダマスクバラ花
水**、ヒポファエラムノイデス果実油**、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィ
シナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、アズレン、トコフェロール、香料*

集中的なエイジングケア（*1）に
マルティナ ネロリクリーム
15mL

アイケアクリーム

3,000円

保湿成分アボカド油を配合。
繊細な目の周りに
しっとりとしたうるおいを与えます。
使い方

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。

全成分／水、オリーブ油**、アボカド油*、ラノリン、ミツロウ**、カカオ脂*、シア脂*、
ダマスクバラ花水**、オレンジ花水**、トコフェロール、セイヨウニワトコ根
エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**

3,500円

αリノレイン酸を含むローズヒップ油（保湿成分）、ビタミンを含み
肌への浸透力（*2）のあるアボカド油（保湿成分）、ハリつやを与える
プロポリスエキスを配合したスペシャルクリーム。過酷な環境にさ
らされた肌を、潤いと弾力に満ちた、みずみずしい肌に導きます。
（*1）エイジングケアとは年齢に応じた化粧品効能によるお手入れのこと
（*2）浸透は角質層まで

使い方

パール２～３個大程度を肌になじませます。

全成分／水、オリーブ油**、アボカド油*、ローズヒップ油*、ラノリン、シア脂*、ミツロウ**、カ
カオ脂*、カンゾウ根エキス*、フユボダイジュ花エキス**、ハチミツ**、パンジー花エキ
ス**、ヒポファエラムノイデス果実油**、ハマメリス花水**、ニンジン種子エキス**、ダ
マスクバラ花水**、プロポリスエキス**、トコフェロール、セイヨウニワトコ根エキス**、
マグノリアオフィシナリス樹皮エキス*、チャ葉エキス**、香料**

クールな香り
マルティナ ティートリーバルサム
15mL

マルティナ

みずみずしい唇に
マルティナ
15mL

リップバルサム

1,800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。
口紅の下地としても。
使い方

適量をしっかり塗りこみます。

全成分／アーモンド油**、ラノリン、ミツロウ**、シア脂*、カカオ脂*、ハチミツ**、香
料*、トコフェロール

2,300円

肌を清潔にたもち、すこやかな状態に整えます。
使い方

気になる部分に適量を擦り込みます。

全成分／オリーブ油**、アーモンド油**、ラノリン、ミツロウ**、シア脂*、カカオ脂*、トコフェ
ロール、香料*
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*はbioあるいは野生、**はdemeter
※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。17

ボディケア

赤ちゃんのデリケートな素肌のために…

マッサージオイル
デコルテに

マルティナ

ハッピーエイジ

全身の保湿・マッサージに

デコルテオイル

100mL 5,000円

なめらかでぴんとハリのあるバスト肌のためのマッサージオイル。植物エキスが
肌を引き締め、ハリと弾力を与えます。
使い方 大
 さじ１杯程度を手にとり、手の温もりでオイルを温めてからやさしく
マッサージするように肌になじませます。

ベビーシリーズ
ビオ・ダイナミック農法で栽培された
生命力あふれる植物が、
まだ肌を守る機能が十分に備わっていない
赤ちゃんの肌をやさしくケア。
新生児からお使いいただけます。
お子様や大人の敏感肌の方にも。

全成分／オリーブ油**、アボカド油*、ホホバ油**、月見草油*、ブドウ種子油*、スギナエキス**、セイヨウ
ノコギリソウエキス**、セイヨウキズタエキス**、ウンカリアトメントサエキス*、ザクロ種子油*、ト
コフェロール、香料*

ボディに

マルティナ
100mL

リモーネオイル

3,800円

心と肌に適度な刺激を与え、
心と身体をすっきり。一日の
スタートにもおすすめ。
全成分／ヒマワリ種子油**、オリーブ
油* *、ホホバ 種子油* *、香
料*

使い方

ボディに

マルティナ
100mL

ウッドオイル

3,800円

サンダルウッドやローズゼラニウムなどの
深さと甘さをあわせもつ精油を配合した香
り高いオイル。
乾燥や刺激から肌を守って
くれるため、
外出時にもおすすめ。

保湿ケア、ベビーマッサージ、おむつ替えの際のふき取りに
トウキンセンカ（カレンドラ）は、肌をやさしくいたわり清潔に保つハーブ
として知られ、赤ちゃんのケアにおすすめです。カレンドラをヒマワリ油
に浸し、太陽光に当ててエキスを浸出させる伝統的な製法で作られた
このオイルは、すっとなじみ、しっとりすこやかな素肌を保ちます。

全成分／ゴマ油**、オリーブ油**、ヘーゼルナッツ
種子油**、ニンジン根エキス**、ヒポファ
エラムノイデス果実油**、香料*

 さじ１杯程度を手にとり、手の温もりでオイルを温めてからやさしくマッサージしま
小
す。ぬれた肌にもお使いいただけます。

ハンド＆ネイルケア

人の目につきやすい手元をしっかりとケア

マルティナ
カレンドラベビーオイル
フェイス・ボディ用
100mL

マルティナ
カミーレハンドクリーム
100mL

3,200円

乾燥によるかさつきといったトラブルに悩まさ
れがちな肌をやわらかくし、しなやかな弾力を
与えます。オリーブグリーンの柔らかな香り。
使い方

 量を手になじませます。いつで
適
も必要なときにお使いください。

全成分／水、オリーブ油**、ラノリン、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
根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス*、
チャ葉エキス**、トコフェロール、香料**、アズレン
18

3,400円

使い方
小さじ 1 杯程度を手に取り、手の温もりでオイルを温めてからやさし
くマッサージします。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。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。
全成分／ヒマワリ種子油**、トウキンセンカ花エキス**

マルティナ
ネイルバルサム
15mL

赤ちゃんのおしりケア、 乾燥が気になるときの保湿に

2,300円

爪にうるおいとツヤを与え、みずみずしい指
先へ導きます。アーモンド油など、爪をより美
しく保つオイルを配合。
使い方 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
と効果的です。
全成分／オリーブ油**、ラノリン、ミツロウ**、アーモンド
油**、シア脂*、カカオ脂*、メリアアザジラクタ
種子油、ハチミツ**、トコフェロール、香料**

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素肌へと導きます。

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
50mL

3,000円

使い方
小さじ１杯程度を手にとり、肌によく馴染ませます。乾燥が気になる
ときにいつでもお使いいただけます。
全成分／水、オリーブ油**、ラノリン、ミツロウ**、トウキンセンカ花エキス**、ダマスクバラ
花水**、トコフェロール、セイヨウニワトコ根エキス**、マグノリアオフィシナリス樹
皮エキス*、チャ葉エキス**
*はbioあるいは野生、**はdemeter
※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。19

HOW TO USE
クレンジング・洗顔
クレンジングミルク

ピーリング・
モイスチャーマスク

化粧水

フェイシャルローション

アイケア

乳液、クリーム

モイスチャーミルク／クリーム

いつものクリームに変えて
気になるときにいつでも

乾燥が気になる肌に
ローズシリーズ

デリケートな肌
季節の変わり目で
敏感になっている肌に
シアーナシリーズ

アローラクリーム
外気の刺激を
うけた肌に

ピーリングソフト

ネロリクリーム

輝きを求める肌
ハリを求める肌に
ジンセナシリーズ

アイケア
クリーム

キメを整え弾力を
与える

ハッピーエイジ
バイタルマスク

ティトリーバルサム

エイジングケアに
ハッピーエイジシリーズ

肌をすこやかな
状態に整える
7ハーブマスク

リップバルサム

オイリー肌に
サルビアシリーズ

朝のお手入れ

夜のお手入れ
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洗顔
ぬるま湯で洗い流すかクレンジングミルクを使います。就寝中
は汗をかきますが、汗はぬるま湯で洗い流すだけで十分落と
せます。就寝前にオイル分が豊富なクリームをつけた場合に
は、
クレンジングミルクを使い乾いた手でやさしくマッサージ
したあと、水またはぬるま湯で落とします。
使用量の目安：3～5プッシュ

くちびるのパックとしても
お使いいただけます。

化粧水
ビンを軽く振ったあと、手に
取り軽くパッティングしなが
ら肌になじませます。
使用量の目安：3～5振り程度

クレンジング・洗顔
メイクをしている場合には2回、
していない場合には1回クレンジングミルクをお使いください。
1回目と2回目の間は手と顔に残っている水分をタオル等でやさしく拭き取ってください。
使用量の目安：3～5プッシュ

乳液、
クリーム
肌が湿っているうちにモイスチャーミルク、
クリーム、
または2つをお好みのテクスチャーに混ぜ合わせたものをマッ
サージしながら塗り、浸透するまで１～２分おきます。余分な脂質は取り除き、逆にたりない場合は重ねづけします。
＊混ぜることで、
その日の肌に合ったテクスチャーを作ることができます
＊マルティナの良さを実感していただくために、軽いテクスチャーをお好みの場合にもモイスチャーミルクだけでな
くクリームと混ぜて使っていただくことをおすすめしています
使用量の目安：パール2～3粒大

夜は新陳代謝が進み、肌の再生力が活発になるためクレンジングミルクのみの
お手入れを推奨しています。
クリームなどでうるおいと栄養を与えすぎないことで、
肌本来のリズムをキープし、
自らうるおう肌へ導きます。
うるおいが足りないと感じた時には、
フェイシャルローション、
クリーム等をおつけください。
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マルティナ
オーガニックスキンケアは
創立者である
マルティナ女史自身の
体験をもとに
設立されたブランドです

私が3歳のとき、犬に咬まれてできた左

素肌の輝きを維持するために原料は厳選

ほほの傷跡は16歳になっても消えませ

した高品質なもの、自然素材だけである

んでした。この傷跡についてホームドク

こと、さらに植物のもつ力を最大限に引

ターに相談したところ、ハーブにウール

き出したスパゲリックエッセンスを使う

ワックスを調合したクリームを奨められ

ことにこだわりました。

つけ始めました。

原料についてだけでなく自然環境の保護

すると、つけ始めて半年ほどで左側のニ

にも積極的に取り組んでいます。

キビが消え、さらに3～4年で傷跡もほぼ

マルティナ社の製品をお使いいただくこ

消えたのです。

とは、多くの人々の健康と、環境を次世

この自らの体験によって植物のもってい

代のために守ることにつながります。

る大きな力を知り、肌と薬草、自然療法

現在、マルティナ社の製品はドイツをは

の研究を始めました。そして1986年春、

じめ世界11カ国で高い評価を得ていま

ドイツ・バイエルン地方にある自然保護

す。

区域にマルティナ社を設立しました。

これからも設立時と変わらない理念を貫

マルティナ社の理念は、植物の力をいか

き、信頼の高い製品を作り続けていくこ

し「肌自身の再生力を高める」という点

とをお約束します。

にあります。

マルティナ オーガニックスキンケア

品質の基準

demeter（デメター）
ビオ・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その認証をつけます。

マルティナ  オーガニックスキンケアは

EMAS

自然原材料のみの化粧品です。

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。
）

素肌の輝きを保つため原料を厳選し、

品質に対するこだわりは徹底しています。
◦自然界にある原材料のみを使用し、化学合成原料、遺伝子組換え原料は使用しません
◦ビオ・ダイナミック農法*により栽培された植物、有機栽培植物または野生の植物を使用します
◦ビオ・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
*ビオ・ダイナミック農法…人智学者ルドルフ・シュタイナーが1924年に提唱した農法。天体の動きを取り入れ、
さらに生命力を最大限に発揮させることを考えた農法です。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“究極のオーガニック農法”と呼ばれています。
**スパゲリックエッセンス…スパゲリック法と呼ばれる古代の製法（蒸留、洗浄、灰化のプロセス）を通して植物
のエキスや塩を取り出してつくられたエッセンスで、肌に変化をおこす力となります。
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取得認証

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。
正しくお使いいただくために
◦ 2 度以下、25 度以上にならないように保管してください
◦開封後は 3 カ月を目安にお使いください
◦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
◦原料は全て天然成分を使用しています。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
※原材料、パッケージ、ラベルは変更する場合があります。
※カタログに使用している植物の画像はイメージです。
※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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