たくさんのお便り本当にありがとうございます！
日本オーガニック
コスメ協会〈公式〉

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。

11
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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，
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スマホで
チェック！

成分を知って︑素肌にも環境にもやさしい
本物のオーガニックコスメを選びましょう︒

成分の知識をもって安心コスメを選ぶ

安 全 性や効 果は︑配 合 成 分が決めるもの

肌にやさしいのは︑やはり天然のもので作った﹁オーガニックコスメ﹂︒
アイシスが発信した﹁オーガニックコスメ﹂は最近ではちょっとしたブームに︒
でも注意したいのは︑
ムードだけのオーガニックコスメも多いということ︒
選ぶときには︑
パンフレットの言葉ではなく︑配合されている成分が決め手になります︒

コスメの原料は
ほとんどが石油から作られる

うに︑健康で美しい素肌を保つために︑
コスメ

です︒食べ物の農薬や添加物に気をつけるよ

より安全なコスメを使う人が増えれば︑それ

誰もが日常的に化粧品を使っています︒洗

でも︑化粧品に使われる成分のほとんどが

だけ環境に対しても負担をかけることが減っ

顔用︑化粧水︑
クリーム︑
そしてメイク用品な

年ほ

選びのために成 分を勉 強しましょう︒また︑

石 油からできたものだとしたら？

てくるのですす︒

オーガニックコスメはシンプルな成分
表です。

ど︒

ど前から︑化粧品の主成分は︑石油から作ら

れた化学成分に変わってきています︒

皮膚からも有害物質が吸収される

普段は皮膚の角質部分が毒物を取り込ま

ないためのバリアの役目を果たしていますが︑

ほとんどの一般 化 粧 品に含まれる合 成 界 面

活性剤がこのバリアを徐々に破壊して︑危険

な 成 分 を 体 内に入り込ませやすい肌へと変

質させてしまうのです︒
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●ペンネーム Shionサン
近所に売っていない本当のオーガニックの商品を色々紹介してください。
本当にいい商品でも、
その地元でしか販売されていないものも多くあります。
ア
イシスでは少しでも良い商品をご紹介できるように努めてまいります。
●ペンネーム Ｎ．
Ｓサン
届け日時を急に変更したにもかかわらず、
ご親切に対応して頂き有難うござい
ました。情報便の内容はとても勉強になりました。
お荷物の変更日時に間に合ってよかったです！
情報便では、
みなさまの健やかな暮らしのお役に立てる情報を発信していきま
すので、
これからもよろしくお願いいたします。
●ペンネーム 山花小町サン
危険な化学薬品についての知識が増えてそれと共に植物の力を実感できる
ようになって良かったと思います。消費者をあざむかない商品作りに感謝して
います。
植物は知れば知るほど、
大きな効果を持っていると感じます。
これからもアイシス基準に沿って、
安全な商品をお届けしていきますね。
●ペンネーム まさきママサン
安心して商品を購入できるお店はなかなかありません。
こちらは、
とても信頼で
きる商品ばかりなので、少しずつ商品を使っていきたいです。
このまま、
がんば
ってください。
ありがとうございます！コスメから食品まで、衣食住にまつわる安心・安全の商
品をお届していきますので、
これからもよろしくお願いいたします。

発行:（株）アイシス
編集:アイシス編集部

店 長 の つぶ や き
大地の息吹を感じられる季節になってまいりました。暖かい日も多くなり、縮こまっていた背中もピンとま
っすぐになって、空を見上げることが多くなってきたのではないでしょうか。
青空や夜空を見ると地球は大自然の一部だと感じます。だからこそそこに住まわせてもらっている私た
ちが大切にしなければ。肌の健康と環境保全につながる「オーガニックコスメ」。
しっかりと本物を選び
たいですね。
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。

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。

化粧水
植物パワーあふれるオーガニックの化粧水で
肌本来の輝きを！
Check！ 化粧水の選び方のポイント
・パラベンは皮膚刺激があり、環境ホルモン
作用の疑われる防腐剤なので避ける
・自然派化粧品でもフェノキシエタノールが
入っていないかチェック
化粧水に含まれる防腐剤をチェック！

×・
・パラベン、
フェノキシエタノール、安息香酸Na
〇・
・グレープフルーツエキス、
ローズマリーエキス、
クマザサエ
キス、
ヒノキチオール
800425 倭国の化粧水 普通肌用 100ml アルテ
802451 モリンガ香草蒸留水 ベーシック 200ml 暮らしっく村
801698 パックスナチュロン モイストローション 100ml 太陽油脂

ＵＶカット
（日焼け止め）
UV対策も合成のものではなく天然のもので
Check！ UVカットの選び方のポイント
・紫外線吸収剤は肌への危険性が高いので
避ける
・合成界面活性剤で乳化されていないものを
選ぶ
・紫外線カットには酸化チタンなどの紫外線散乱剤や植物油
などがより安全
UVカット化粧品に含まれる紫外線カット成分をチェック！

×・
・オキシベンゾン、
パラアミノ安息香酸
（PABA）
〇・
・酸化チタン、酸化亜鉛、植物油など
802424 ナチュラルUVケアC
（SPF18相当 PA++）
クレコス
801325 紫外線を防止する下地クリーム(UVクリーム)
（SPF16 PA++） まかないこすめ

化粧品に使われている
問題の化学成分を
チェック！
おもな問題になっているのは、肌のバリアを壊す合成界面活
性剤、環境ホルモンの疑いがある防腐剤、油やけで肌の老化
を招く鉱物油、皮膚への影響がよくわかっていない合成ポリマ
ー、
アレルギーなどの原因となる合成色素や合成香料。
とくに
気をつけたい成分をピックアップしました。

☆合成界面活性剤
ステアリン酸○○、ラウリル○○、PEG○○

☆合成防腐剤

パラベン
（エチルパラベン、メチルパラベン、
プロピルパラベン）

☆鉱物油や合成の油性成分
ミネラルオイル、パラフィン、ベンジルアルコール

☆合成色素

青色○号、赤色○号、黄色○号

☆合成香料

香料とのみ表示
（合成か天然かはわかりませんが、
天然の場合はラベンダー油など精油の名前を
表記することが多いようです）
そのほか化粧品に使われる成分として
不安があるものとして、
合成ポリマーや
有機溶剤などもあります。

クリーム
肌の皮膚呼吸をさまたげる鉱物油に注意
Check！ クリームの選び方のポイント
・クリームのベースとなる油分として鉱物
油や合成の油剤は避ける
・オリーブオイルやホホバオイルなど、植
物油をベースにしたものを選ぶ
・石けんや天然成分
（レシチンなど）
で乳化したものを選ぶ
クリームに含まれる防腐剤をチェック！

×・
・ミネラルオイル、
パラフィン油、安息香酸アルキル、
ミリスチ
ン酸イソプロピル
〇・
・オリーブオイル、
ホホバオイル、
ツバキ油、
ヒマワリ油など
の植物油
802303 エクストラモイストクリーム 30g 華密恋
3418 パックスナチュロン エモリエントクリーム 35g

太陽油脂

洗顔料
毎日使う洗顔料は天然の洗浄成分で
Check！ 洗顔料の選び方のポイント
・合成界面活性剤が入っている洗顔料は使わない
・合成香料や防腐剤、合成色素など不使用のものを
・石けんのほか、
クレイ、米ぬか、
あずき粉も天然の洗浄成分
です
洗顔料に含まれる防腐剤をチェック！

×・
・ラウリル硫酸Na、
ステアリン酸グリセリル、PEG-60水添
ヒマシ油
○・
・石けん素地、
パルミチン酸K
（またはNa）
、
ヤシ油脂肪酸
（またはNa）
80028 あずきの粉
（容器入）
50g 美容文化社
1702 ぬかと袋 120g 美容文化社
802709 アルテ ローズ洗顔フォーム 160ml アルテ

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，
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