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植物の力が活きる 

マルティナ　オーガニックスキンケア。

受け継がれた命を敬い、 

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。

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、 

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。

自らの力で輝く肌へ 
マルティナ 
オーガニックスキンケア

ドイツで最も古く美しい修道院の一つ、ヴェッソブルン修
道院にマルティナ社のオフィスがあります。アルプス山脈
に近い広大な敷地には、薬草園があり小川も流れていま
す。この修道院はマルティナ社が2014年に購入し、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。
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。

美しい風景の中で生まれるスキンケア
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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。

IHTK
化粧品の開発、製造にあたって動物実験を行わない製
造業者に与えられる国際的な認証。ドイツ動物保護連
盟の指針に基づいて製造された製品につけられます。

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。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
⃝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
※ 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。

私が3歳のときのことです。隣家の犬に左ほほを噛まれ、
大きな傷を負いました。そのほほの傷跡は16歳になっても
消えず、私はホームドクターにすすめられてウールワックス

（ラノリン）にハーブを混ぜたクリームをつけ始めました。
すると、つけ始めて半年ほどで左側のニキビが消え、さら
に3～4年後には傷跡もほぼ消えたのです。
私は自らの体験によって植物のもっている大きな力を知
り、肌と薬草、自然療法の研究を始めました。そして、1986
年の春、ドイツ・バイエルン地方にある自然保護地域にマ
ルティナ社を設立しました。植物の力を生かし、肌が本来
のバランスを取り戻すサポートとなるスキンケアを追及し
続けています。

全ての製品でデメター認証を取得

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※で育てられた作物だと、マルティナ
は考えます。希少な原料を自らの目で選び、その生
命力を維持するための製造にこだわるマルティナは、
全製品にデメター認証を取得しました。全ての製品
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。

※ バイオダイナミック農法 
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。

マルティナ オーガニックスキンケアは『自然原材料のみ』の化粧品です。
●自然界にある原材料のみを使用し、化学合成原料、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

肌を導くスパゲリックエッセンス

スパゲリックエッセンスとは、ハーブなどから抽出した
塩を原料にしてつくるエッセンスのこと。この塩はスパ
ゲリック法と呼ばれる古代の製法で（蒸留、洗浄、灰
化のプロセスを通して）ハーブなどから取り出していま
す。マルティナ製品にほんの少し加えられるスパゲリッ
クエッセンスは、肌がより良い状態へと向かうエネル
ギーとなります。

バイエルンの名水

マルティナ社は製品に地下14mから汲み上げられるバ
イエルンの名水を使用しています。この水脈は昔の氷
河が他のものに触れずに偶然残っていたもので、とて
も貴重な水です。人の肌も美しく保たれるよう、源であ
る水も厳選しています。

肌のための成分のみ

マルティナ社は「肌のための成分のみでつくること」
を大切にしています。一般的に使用される防腐剤
を用いずにクリームや乳液が長持ちするよう、月の
運行やリズムに沿って製造日を決めるなど、独自の
技術で品質を保っています。

植物の力を肌へ　［ マルティナのこだわり ］創立者マルティナ・ゲブハルトの物語
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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　　4,000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）

マルティナ ローズフェイシャルローション（化粧水）
100mL　　3,000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　　4,500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。

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　　4,500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）

「究極のオーガニック農法」と呼ばれているバイオダイナミック農法。 
バイオダイナミック農法により栽培された 
ダマスクバラ花水（保湿成分）を贅沢に使用した究極のローズシリーズ。

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をブレンド。 
思わず深呼吸したくなるような心地よい香り。

Damask Rose 

［ ローズシリーズ ］ 
ドライスキン、オールスキン



9**demeter、*bio8

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　　3,800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　　3,000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　　4,000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。

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）

マルティナ シアーナクリーム（フェイス用クリーム）
50mL　　4,000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）

Shea Butter
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。

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。

［ シアーナシリーズ ］ 
センシティブスキン
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［ ジンセナシリーズ ］
ドライスキン、くすみ、ゆらぎスキン*
*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

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　　4,500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　　3,700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。肌をリフレッシュし、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　　5,000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**、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 ジンセナクリーム（フェイス用クリーム）
50mL　　5,000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。オタネニンジン根エキス（保湿成
分）、ハマメリスが乾燥による小じわをケアします。

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）

Ginseng
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健康維持に役立てられてきました。 
天然保湿成分を含むオタネニンジン根エキス（保湿成分）で 
乾燥した肌から、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、ライムのフレッシュなハーブの香りに 
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。
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［ サルビアシリーズ ］
オイリースキン、コンビネーションスキン

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　　3,800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。

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）  

マルティナ サルビアフェイシャルローション（化粧水）
100mL　　3,000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　　4,000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。

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）  

マルティナ サルビアクリーム（フェイス用クリーム）
50mL　　4,000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、ハマメリスが皮脂バランスを整え、うるおいとしなやか
さ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）、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）  

Salvia
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 サルビア（収斂成分）。 
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 
誕生したサルビア配合レシピのシリーズ。

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

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　　5,000円

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**、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 ハッピーエイジフェイシャルローション（化粧水）
100mL　　4,000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、
肌がリフレッシュします。

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　　6,500円

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**、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 ハッピーエイジクリーム（フェイス用クリーム）
50mL　　6,500円

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）、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） 

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、 
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。 
ペルーの熱帯雨林にのみ自生しているパワフルハーブ「キャッツクロウ」を配合し 
ハリと弾力のある肌を目指します。

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。

Happy Aging
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［ スペシャルケア ］

デイリーケアにプラスしてケアすることで理想的な肌に近づきます。 
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。

［ カレンドラ シリーズ ］

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、赤ちゃんからから大人の敏感な肌にもおすすめです。

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　　5,000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）、マルメロが肌にうるお
いを与え、やさしくマッサージすることで血行のよい肌に導きます。

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 ハッピーエイジバイタルマスク（フェイス＆デコルテ用マスク）
50mL　　7,000円

月見草油（保湿成分）、シアバター（保湿成分）配合でもっちりと、フレッシュな輝きのある
素肌に整えます。オレンジ、ダマスクバラがうるおいを与え、エッセンシャルオイルの心地よい
香りで、パックをしながらハッピーなリラックスタイムをお過ごしください。

成分：水、オリーブ果実油**、アーモンド油**、月見草油*、ブドウ種子油*、ラノリン（ウールワックス）、ミツロ
ウ**、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**、ニンジ
ン根エキス**、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 ７ハーブマスク（フェイス＆デコルテ用マスク）
100mL　　6,000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、タイム、ペパーミント、スギナ、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） 

マルティナ インテンシブフローラルオイル（フェイス＆デコルテ用スキンオイル）
40粒　　7,800円

カニナバラ果実（ローズヒップ）（保湿成分）やブドウ種子油（保湿成分）がうるおいを、ウン
カリアトメントサ（キャッツクロウ）が弾力を与えハリ、ツヤのある肌へと導きます。集中ケア
におすすめです。イランイランなど女性らしいフローラルな香り。

成分：アーモンド油**、カニナバラ果実油*、ニゲラサチバ種子油**、ブドウ種子油*、ウンカリアトメントサエキ
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　ローズバルサム（フェイス用クリーム（バーム））
15ml　　2,400円

カルナウバロウ、シアバター（保湿成分）、アボカド油が乾燥によるダメージをケアし、ダマス
クバラが水分不足のお肌を守る、濃厚なバーム。

成分：オリーブ果実油**、ヒマワリ種子油**、カルナウバロウ*、カカオ脂**、シア脂*、ダマスクバラ花エキ
ス**、カニナバラ果実油*、アボカド油*、ダマスクバラ花油**、トコフェロール（ヒマワリ油由来）

Special Care

Calendula

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　　3,400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 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　　3,000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）
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マルティナ アイケアクリーム（目元用クリーム）
15mL　　3,000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。ダマスクバラ、オ
レンジがうるおいを与え目元の乾燥による小じわを目立たなくします。

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 ネイルバルサム（爪用クリーム（バーム））
15mL　　2,300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　　3,200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　　2,700円

すっきりとしたオレンジが香る、カミツレ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）

マルティナ　アイローション(目元用乳液)
30mL　　4,400円

目周りが乾燥、固くなっていると感じたときにアーモンド油（保湿・柔軟成分）、シ
アバター（保湿成分）のなめらかなテクスチャーがすばやくなじみ、月見草油（保
湿成分）、アボカド油が目元にうるおいを与えます。

成分：水、アーモンド油**、シア脂*、カカオ脂**、 月見草油*、アボカド油*、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）、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　　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。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**

［ ハンド＆ネイルケア ］

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。

［ 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。

Hand & Nail CarePoint Care
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【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

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

ハンド・ネイルケア 目的別ケア

【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。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】メイクを落とした後、肌の水分を拭き
取ります。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。

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。
※ 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。

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、もしくは三角折りにした
ティッシュを顔半分ずつにあてて残っ
たパックを含ませます。その後余分な
パック剤をふき取ってください。
※ 1週間に1～2回を目安にお使いくだ

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。
※ お肌の状態に合わせ

て、重ね付けをおす
すめします。

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。
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

ピーリングソフト

７ハーブマスク［ サルビアシリーズ ］
オイリースキン、 

コンビネーションスキン

［ ローズシリーズ ］ 
ドライスキン、オールスキン

ハッピーエイジ 
バイタルマスク

［ ジンセナシリーズ ］
ドライスキン、 

くすみ、ゆらぎスキン*

［ ハッピーエイジシリーズ ］
エイジングスキン、 

くすみ、ハリが失われたスキン

V

How to Use

ネイルバルサム
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。

ハンドローション
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。

カミーレ 
ハンドクリーム
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。

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。

アイケアクリーム
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。

リップバルサム
適量をしっかり塗
りこみます。

アイローション
1～2プッシュ程度
を手にとり、目の周
りに指先で軽くた
たくようになじませ
ます。
※ポンプを矢印の
方向に回してから
ご使用ください。 インテンシブ 

フローラルオイル
化粧水を馴染ませた後、細い
部分をひねり、中身を手に取っ
てマッサージしながらなじませ
てください。

ローズバルサム
気になる部分に適量を擦り込
みます。

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。

カレンドラクリーム
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。

*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


