たくさんのお便り本当にありがとうございます！
アイシス
「オーガニック情報便」は、
人と地球にやさしいオーガニックライフを送るための
ヒントになる情報をお届けします。

発行:（株）アイシス
編集:アイシス編集部
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なぜ今︑髪のことで悩む人が増えているのですか？

髪の傷みや薄毛が合成ヘアケア製品のせいだとしたら？
合成シャンプーの登場からおよそ半世紀︒
何が本当に髪の健康に有効なのか考え直す必要がありそうです︒

合成シャンプーで
髪は美しさと健康を失った

合成シャンプーが初めて登場したのは１９

５５年のこと︒今ではほとんどの人が合成シ

ャンプーを使っていますが︑人々の髪は目に見

えてわかる変化が起こりました︒

ツヤとコシがある健 康 的な髪の持ち主は

減り︑
かわりにパサパサに乾燥した髪や︑子供

に強いので︑髪を洗えば汚れと一緒に必 要な

や若い世代にも髪の薄い人が目立つようにな

パーマやカラーリングに使う薬品には︑強い

脂分まで取り去って頭皮を乾燥させてしまい

ってきたのです︒

危険性をもつ化学成分が含まれていますが︑

ます︒これは合成洗剤で手が荒れるのと同じ

活 性 剤である石けんに比べて浸 透 力が非 常

合成シャンプーやスタイリング剤にも︑髪だけ

ことです︒その結果 ︑薄毛になりやすくなり

頭皮のバリア機能を壊す
合成界面活性剤

ではなくからだにも影響を及ぼす合成成分

フケやかゆみの悩みを 抱える人が増えてき

ているのです︒

が入っています︒

たとえば合 成 界 面 活 性 剤は︑天然の界 面

使いやすくて人気のフォームタイプの石けんシャンプ
ー。石けんシャンプーはたっぷりの泡で2度洗いし、よく
すすいだ後、お酢やクエン酸などのリンスで中和する
ときしみがとれます。

公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，
３００以上の商品を紹介中。

オーガニック生活便

日本オーガニック
コスメ協会〈公式〉

●ペンネーム Ｋ・Ｍサン
「オーガニック」製品についての説明がきちんとなされていて、
とても参考になりました。
「オーガニック」という言葉が浸透してきていますが、中身をよくみるとそうではないものが
多くあるのが現状です。
これからも商品についての説明もしっかりやっていきますね。
●ペンネーム momoサン
地元広島に漢萌という自然化粧品メーカーがあることを知りませんでした。昨年体調を崩し
たことがきっかけで食事、化粧品等の生活習慣を半年かけて大幅に見直し、出来るところか
ら取り入れています。
とてもシンプルなお手入れにもかかわらず、肌質は改善してきました。
からだに害となるものを避けたいので、
よりよい製品を販売してもらえると助かります。
健康はからだに摂り入れるものによって大きく変わります。
これからも安全なものを厳選して
お届けしていきますね。
●ペンネーム ひふみよサン
インターネットには沢山のお店があり、迷ったりするのですが、
オーガニック生活便さんのよ
うなお店は信頼できるのでホッとします。欲しいな、使ってみたいなと思うものが多くわくわく
します。
また、勉強にもなります。
これからもステキなサイト運営を応援しています！
ありがとうございます！ これからも商品と情報の発信をしてまいりますので、末永くよろしく
お願いいたします。
●ペンネーム モモサン
小さな子どもがいるのですが、アイシスさんの商品は安心して使えます。カタログの記事を
読んで一般的に売られている商品の見る目が変わりました。今では原材料とか添加物をチ
ェックして買うようになりました。
これからも信頼できる商品の紹介をよろしくお願いします。
商品の紹介だけではなく、
オーガニックや環境、暮らしの情報もお届けしていきますので、今
後ともよろしくお願いいたします。

店 長 の つぶ や き
ようやく春の気配を感じる頃になってきました。日本には四季があるので、季節の移り変わりを体感で
きるのも嬉しいことですね。
さて、今号はお客様からのご相談も多いヘアケア用品についてお届けしました。長く、つややかな髪を
維持するには健康な地肌が必要です。その地肌を作ってくれるのはやはり「天然成分」です。イメージ
や雰囲気に流されず、成分をみて商品を選んでいきましょう。
アイシス「オーガニック生活便」 本店店長

ご利用案内
電話でのご注文

0120-1515-45

受付時間 9:00〜21:00（1月1日〜3日を除く毎日）
●携帯電話からでも、ご利用になれます。はじめてお申し込みのお客様は、その
旨お伝えください。まず、お名前、ご住所、お電話番号を伺ってご登録させていた
だきます。

スマホで
チェック！

専用ＦＡＸのご注文

042-675-4608

インターネットでのご注文

http://isis-gaia.net

アイシスオーガニックコスメWEB相談室

cosmetics@isis-gaia.net
●メーカーに問合わせの必要があるご質問や、インターネット
状況などの諸々の事情から、回答メールをお待たせする場合が
ございます。
●回答メールの送信は、土日・祝祭日・年末年始・夏期冬期休暇
は除きます。
●こちらから返信する際にエラーとなってしまう場合がありま
す。確実に回答させていただくために設定状況をご確認くださ
い。

オーガニックな
天然成分でつややかな
髪を育てましょう
髪も実は植物と同じです。農薬や化学肥料で育てられた野菜
に、
ほとんど栄養がなく、
もろいように、化学成分たっぷりのヘ
アケア用品を使った髪は、
ばさばさになってこわばり、風にもそ
よそよと揺れなくなります。有機野菜を作るように、
オーガニッ
クな天然成分で健康な地肌と髪を育てていきましょう。

シャンプー／リンス
ア イ シ ス アイシスオーガニックシャンプー
オススメ！

ハーバルオレンジ

300ml

アイシス
オススメ！

特選椿油
55ml

1,470円 ちどりや （商品番号2812）
ツバキ

1,890円 アルテ （商品番号802400）
アロエ

入っていないため、その髪のダメージそのままの状態が出る

シーマズヘアオイル

ためです。また、それまでの合成界面活性剤が髪や地肌に残

100ml

っているため、べたついて感じます。しかし最初の試練を乗り

2,625円 ムクティ （商品番号3707）

ヘッドマッサージローション

越えて使い続けていくと、合成界面活性剤は取れていき、だ

130ml

んだんと石けんシャンプーしか知らないきれいな髪が根本か

2,625円

華密恋 （商品番号801653）

アサイースカルプケアオイル

ら伸びてきます。

30ml

きっとなめらかな感触と自然のつややかさに驚くことでしょう。

3,780円 オーガニーク （商品番号802806）

ナチュラルクリームヘアワックス
15g

1,260円 スウィーツソーパー （商品番号802827）

ヘナ

質がはがれ落ちてきたからです。また、フケと勘違いされるも

ア イ シ ス パウダー＆トーンダウン
オススメ！ ハーブパウダーセット

っかりすすぐことで出なくなります。

ムクティ 2,625円 （商品番号802651）

に傾いたために起こるもので、リンスをすることによって解消

洗ったときのきしみは、石けんの成分によって髪がアルカリ性
されます。

ヘナハーブミックスパウダー

Q.毎日シャンプーしているのに
フケやかゆみがでるのはなぜ？
A.合成シャンプーで洗うと髪がサラサラになりツヤがでたように

（50g×2袋）
トーンダウンハーブパウダー
（30g）

パックスナチュロンシャンプー

オレンジ

500ml

1,155円

太陽油脂 （商品番号802155）

500ml

1,155円

太陽油脂 （商品番号802157）

310ml

1,575円 スウィーツソーパー （商品番号802828）

パックスナチュロンリンス

石鹸シャンプーリッチ
ヘアリンスリッチ

310ml

1,575円 スウィーツソーパー （商品番号802829）

Q.石けんシャンプーを使い始めたら
フケが出てきましたがどうして？
A.合成界面活性剤の破壊力に対抗して厚くなった皮膚の角
のに石けんかすがありますが、たっぷりの泡で二度洗いし、し

セット内容：
カミツレ

Q.石けんシャンプーに切り替えたのですが、きし
みやべたつきがひどいです。
私に合ってないの？
A.合成シャンプーや合成のヘアケア商品を使っている人ほど
感じるようです。合成シャンプーのような「ごまかし剤」が一切

1,890円 アルテ （商品番号802399）

アイシスオーガニックコンディショナー
ハーバルオレンジ
300ml

石 け ん シャン プ ー Q ＆ A

スペシャルケア

感じるのは、合成樹脂などのコーティング剤のせいです。
リンス

ヘナ（ブラウン）

100g

1,575円 ハーティハート （商品番号2106）

100g

1,575円 ナイアード （商品番号3503）

ヘナ+木藍（黒茶系）

やトリートメント剤も同じで、合成界面活性剤を主成分として、
シ
ャンプー以上のコーティング剤が配合されています。実際は、髪
のキューティクルははがれ落ちてボロボロになり、頭皮もダメージ
を受けたせいで細い毛しか作ることができなくなり、
その結果、薄
毛になりやすく、
フケやかゆみの悩みが増えています。

ヘナ

公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，
３００以上の商品を紹介中。 スマホで
チェック！

オーガニック生活便
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