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。

日本オーガニック
コスメ協会〈公式〉

オゾン層の破壊によって︑紫外線の量が増えているという危機感もあり︑
最近は︑より強力なＵＶ対策を求める傾向が強まっています︒ところが︑化学成分にたよる
多くのＵＶコスメはかえって肌にダメージを与え︑
シミや老化の原因になってしまいます︒
一方︑自然の植物には︑肌を傷つけずに紫外線の害を和らげるものがたくさんあるのです︒

健 康でその機 能が︑正 常に働いているなら︑

ターンオーバーによって角 質とともにはがれ

るので︑肌に残ることはありません︒

ターンオーバーを正常にすることが
対策のカギ

合 成 界 面 活 性 剤 などによって︑角 質 層が

薄くなりすぎていると︑表皮の防御反応が過

クリームが多く

剰になってメラニンが大 量につくられシミや

くすみになります︒

店 頭では化 学 成 分の

並んでいますが︑化学成分のダメージでかえっ

ます︒肌のターンオーバーを正常にし︑健康な

てシミやシワ︑肌トラブルの恐れが充分あり

肌になればメラニンも目立たなくなり︑肌本

来の美しさを取り戻せるのです︒

U
V

U
V

メラニンは無害な肌の防御反応

表皮は、上から角質層、顆粒層、有
棘（ゆうきょく）層、基底層で成り立
っています。
メラニン色素は基底層
のメラノサイトで作られ、
それがター
ンオーバーによってあがって、最後
はアカとなって出て行きます。

メラニンは紫 外 線から肌を守る防 御 機 能

真皮

です︒表皮で紫外線をシャットアウトし︑
ＤＮ

メラノサイト

Ａの損傷や肌へのダメージを防いでいます︒
メ

基底層

ラニン色 素は肌を守るためには不 可 欠なも

有棘層

メラニン色素

ので︑
メラニン色 素が不 足すると︑皮 膚 組 織

顆粒層

に紫外線が侵入してシミ︑
シワ︑肌の老化に

つながってしまいます︒日焼けをしても︑肌が

表皮層

アイシス流オーガニックコスメでＵＶ徹底対策！
この夏は化学成分の力ではなく植物の力で
安心な紫外線対策をしましょう︒

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
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vol.

角質層

皮膚として生まれ
２８日目に脱落

●ペンネーム チョコレートサン
これからも、
オーガニック＆無添加、無香料のお肌に優しい商品を出品して
いってください。芸能人愛用商品もここにしかないのでここにたどりつきまし
た。
これからもオーガニック商品、楽しみにしています。
どの商品か気になりますね♪アイシスではメーカーの規模などに関わらず、
商
品の成分や中身で商品を選んでお届けしています。
そのためお近くのお店で
売っていないものも多くあります。
●ペンネーム リリーサン
これからは特にオーガニック商品を中心にお手入れしていきたいと思いま

発行:（株）アイシス
編集:アイシス編集部

す。毎日使うので、お値段も買いやすく商品も良く、材料（あまりたくさんのも
のが入っていない）
そういうものをさがしています。
オーガニック商品でも、
お手頃で使いやすいものも多くあります。
そういった長
く使い続けやすい商品のご紹介もしていきますね。
●ペンネーム 自然派サン
いつもスタッフの方の対応がやさしく安心します。色々聞きたいので
（笑）嫌が
らず、丁寧に対応して下さるのでありがたいです。注文するたびに「在庫切
れ」があるのが少し残念ですが、
また利用させていただきます。
商品によっては、
メーカー都合でお待たせしてしまうこともありますが、
そうい
う商品以外は在庫切れにならないように努めてまいります。今後ともよろしく
お願いします。

ネットでアイシス「オーガニックコスメ辞典」をご利用になれます。
化粧品の全成分表示義務になってから、
「化粧品の成分は難解」とのお客様の声をいただきました。ア
イシスは、化粧品に使われている成分が、
「合成成分なのか」
「原料由来は何なのか」
「自然界に存在す
るのか」
「旧表示指定成分なのか」など、消費者自身にとってわかりやすく簡単に検索できる辞典を作ろ
うと編集作業をしてきました。その第一ステップが出来ましたので、現在使っている化粧品の成分を知り
たい、今後購入する化粧品の成分についてなどのときに、ぜひご利用ください。
制作：アイシス編集部 監修：日本オーガニックコスメ協会

ユーザー名・パスワードは、アイシス「オーガニック生活便」の会員とメルマガに登録
している方にお知らせしています。ぜひご登録ください。

※ユーザー名・パスワードは、
オーガニック生活便の会員マイページ、
メルマガの文面にてお知らせして
います。
また、パスワードは月に1回変更します。

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。

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

検

索

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。

合成ポリマー

直接つけたところ︑
とてもしっとりしました︒

クリームの赤色にも驚きましたが︑塗るとほ

801177 アイシス 紫草クリーム 1,944円
紫草クリームには、紫根という伝統的な美容成
分が使われています。紫根は、荒れた肌を癒
し、
白い肌へと導くと言われています

とんど分かりません︒自然な香りも心地よい

です﹂︒

合 成 成 分 がいっ

ぱいのＵＶクリーム

の力でＵＶケアを

合成界面活性剤、乳化剤
油剤、エモリエント剤
消臭剤、制汗剤
合成界面活性剤、洗浄剤
合成ポリマー、乳化安定剤
合成界面活性剤、乳化剤
合成界面活性剤、洗浄剤
油剤、エモリエント剤
ビタミン類、合成酸化防止剤
合成界面活性剤、乳化剤
油剤、エモリエント剤
合成ポリマー、閉塞剤
油剤、エモリエント剤
合成界面活性剤、乳化剤
合成界面活性剤、乳化剤
合成界面活性剤、洗浄剤
油剤、乳化剤、乳化安定剤
油剤、乳化安定剤
合成防腐剤
油剤、結合剤、閉塞剤
合成防腐剤
油剤、閉塞剤
香料、エモリエント剤
合成防腐剤
合成防腐剤、溶剤、高沸点溶剤
合成界面活性剤、洗浄剤
油剤、親油性増粘剤
溶剤、収れん剤
溶剤、殺菌剤、感触改良剤
合成界面活性剤、乳化剤
合成界面活性剤、乳化剤
合成界面活性剤、乳化剤
合成界面活性剤、乳化剤
油剤、閉塞剤
pH 調整剤、緩衝剤
保湿剤、溶剤、粘度低下剤
香料、溶剤、粘度低下剤

４月 日︑
東京新聞で
アイシス・紫草クリームが
紹介されました︒

﹁ 紫 根という植 物 生まれの成 分 ︑ごま油 ︑ミ

ツロウなど自 然から採れた成 分だけででき

では︑
ＳＰＦ値が高

ており紫外線 Ｕ(Ｖ を)和らげる作用があるク
リーム︒顔︑唇︑目元などに使えます︒

く て も ︑シ ミの 原

紫 根は中 国で古 くから使われているムラ

もとは化粧品メーカーの社員用クリームで

因 に なり ま す ︒こ

サキソウの根で︑保 湿 ︑日 焼けによるくすみ

した︒毎 日の通 勤で長 距 離を歩いても白 く

の夏はぜひ天 然 成

予防の効果があるといわれています︒

透 明 感のある肌 を 保っている社 員 を 見たア

配合目的

しましょう︒

ア （アクリル酸ヒドロキシエチル／
アクリロイルジメチルタウリン Na）コポリマー
イソステアリン酸ソルビタン
エチルヘキサン酸セチル
エチルヘキシルグリセリン
オクタイソノナン酸ポリグリセリル -20
カ カルボマー
クエン酸ステアリン酸グリセリル
ココイルグルタミン酸 Na
ココグリセリル
サ 酢酸トコフェロール
ジイソステアリン酸ポリグリセリル -10
ジカプリリルエーテル
ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン
ステアリン酸エチルヘキシル
ステアリン酸グリセリル
ステアリン酸ソルビタン
ステアロイルグルタミン酸 Na
セタノール
セテアリルアルコール
ソルビン酸 K
タ テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル
デヒドロ酢酸 Na
トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル
ハ パルミチン酸エチルヘキシル
フェネチルアルコール
フェノキシエタノール
ヘキサカプリル酸ポリグリセリル -20
（ベヘン酸／エイコサン二酸）グリセリル
変性アルコール
ペンチレングリコール
ポリソルベート 20
ポリソルベート 60
ヤ ヤシ脂肪酸スクロース
ヤシ油脂肪酸 PEG-7 グリセリル
ラ ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）
リン酸 K
英 BG
DPG

分 １００％ ︑植 物

成分名

イシスの担当者が感動し︑
オリジナル商品と

無添加＆自然化粧品に使われている合成成分

して出すことになりました︒

無添加化粧品や自然化粧品（ナチュラルコスメ）は「肌にやさしい」というイメージがありますが、
じつはそれらの化粧品にも、合成防腐剤や合成界面活性剤などの合成成分がかなり使われています。
無添加化粧品とは合成成分無添加ということではなく、
「10 2 の旧表示指定成分」を使っていないと
いうだけのことです。ここに無添加化粧品あるいは自然化粧品と称する化粧品によく使われてる合
成成分を一覧にしました。この表を今お使いの化粧品や新たに購入する化粧品の成分をチェックす
るときの参考にしてください。
とくにフェノキシエタノールは、無添加化粧品あるいは自然派化粧品と称する製品にもよく使われ
ている、石油合成防腐剤ですので要注意です。また BG は、植物抽出の際によく使われる合成溶剤
です。

化粧水を混ぜるのが基本的な使い方です

日常使っている化粧品の成分をチェックしてみましょう

が︑そのままでも塗れます︒唇や目 元 ︑頬に

無添加化粧品、自然化粧品とうたっていても
合成成分が使われています
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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，
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

検

索

