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。

●海水塩

●喜界島粗糖

●有機三州味醂

沖縄糸満市沖合い約

奄美群島のひとつ喜

みりんの原料は、
もち

2000メートルから汲み

界島で栽培されたさと

米、
米こうじ、
本格焼焼

上げた海水だけを原

うきびは、
コクのあるま

酎だけ。
もち米はもちろ

農場で栽培されていま

料とした塩です。濃縮

ろやかな甘みが特徴

ん、米こうじ、焼酎の原

す。現在国内で栽培さ

後、平釜でじっくりと煮

です。
そのさとうきびで

料となる米も全て、有

れている大豆のうち、

詰めて作りました。
フレ

作られた『 喜 界 島 粗

機農法で栽培。200年

有機栽培のものは0.5

ーク状で素材になじみ

糖』は、化学的な精製

以上続くみりんの本場

％ほどというとても貴重

大豆と小麦は北海道

にある有機JAS認定

やすく、ほのかに甘み

がされていおらず、上

で受け継 がれてきた

なもの。
また、塩は九州

を感じられるまろやか

白糖に比べ、
カリウムy

醸造法で造られたみり

五 島 灘・崎 戸 島 周 辺

な塩です。手間をかけ

ナトリウムなど、
ミネラル

んです。
自前の蔵で仕

の海水塩でまろやかな

た製法をしっかりと守り

分を豊 富に含んだ自

込んだ焼酎を使い、2

味わい。桶はもちろん、

ながら、価格はぐんとリ

然な砂糖です。風味に

年がかりで醸造・熟成

壁や床も杉でできた醸

ーズナブルにしました。

クセがなく、
よく溶ける

させた本物のみりんだ

造室で2年以上もの月

和・洋・中、
どんな料理

ので、
さまざまな料理に

からこそ、お米の甘み

日を費やし醸造・熟成

も引き立ててくれます。

使えます。

と旨みを感じます。

しました。

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

オーガニック生活便でしか手に入らない
特選ギフトセットをご利用ください

●国産有機醤油
機有るべし

13

vol.

大切な方へのプレゼントやご自宅用に︑安心安全な商品のギフトセットはいかがですか︒
料理に良く使う調味料のセットを用意しました︒
アイシスオリジナルの特選セットです︒

お世話になっている方に感謝に加えて
﹁安心﹂も一緒にプレゼント

﹁ 食 ﹂はオーガニックライフの基 本です︒調 味

料 を 変えるだけでもからだは変わります ︒

安心・安 全な食 品で大 切な人の健 康を守り

ましょう︒セットの調味料は原料にこだわり︑

伝 統 的な製 造 法で手 間をかけて作られてい

セット内容：
国産有機醤油 機有るべし 900ml
有機三州味醂 500ｍｌ
喜界島粗糖 500ｇ
海水塩 500ｇ

ます︒化学成分を一切含まず︑化学的な精製

アイシス特選
調 味 料 ギ フト セ ット
3,246円（税込）

もされていません︒調味料本来の本物の味を

食卓に！

802914

●ペンネーム ウドンサン
自分で一つ一つの会社の製品を調べるのは大変です。
しかし安全な製品だ
けをまとめて販売しているので安心して使えます。世の中に安全を記してい
ても安全でないものたくさんあるのを知りました。
アイシスでは、
ヨーロッパのオーガニック認証団体よりも厳しい基準を設けてい
ます。人にも環境にも優しく、
すべて安心してお使いいただけます！
●ペンネーム イクミサン
モルガ穀物コーヒー、
さっそく飲んでみました！(カフェイン中毒やめたくて…)
見かけはコーヒーに近い濃い茶。味もおいしくこれなら脱コーヒーできそうで
す！
この穀物コーヒーは私もお気に入りです！美味しい上に、
カフェインがゼロなの
で身体にも優しいです♪
●ペンネーム メソメソサン
1人暮らしなので、おしょう油などの小瓶のものが欲しいです。安全で美味し
いものをそろえてほしいです。砂糖を使っていない商品もそろえてもらえると
うれしいです。
残念ながら今のところ小瓶のお取り扱いはないのですが、
アイシスでは原料
にまでこだわって食品を選んでいます。これからもっと食品のラインナップも
増やして行きたいと思います♪

発行:（株）アイシス
編集:アイシス編集部

新商品
紹介

乾燥肌のための、
うるおいクレンジング＆マッサージ
乾燥肌に悩む人が増えている今、
じつはクレンジングが原因になっていることも多いよ
うです。
というのは、
クレンジングに入っている洗浄成分が、肌を刺激し、使うたびに必
要な皮脂までとってしまうからです。そのため、
「アルテ」は、
このたび乾燥肌に悩む人
のためのクレンジングを２年の歳月をかけて開発しました。ホホバ種子油、
ブドウ種子
油、
カカオ脂、
ガリカバラ花エキスなど肌にうるおいを与える成分を配合し、
さらに肌の
くすみを防止するカミツレエキス、
ドクダミエキス、
スギナエキス、
スイカズラエキス、
カニ
ナバラ果実エキス、ユキノシタエキスなどを加えました。抗酸化力の高い美容植物を数
多く使用することによって、
まるで美容クリームのようなクレンジングに仕上げました。
803021 アルテオーガニッククレンジング 2,700円（税込）

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。

ていねいに
ブラッシングしているのに
虫歯ができるのはなぜ？

虫歯や歯周病はブラッシングによ

り歯垢を取り除いて︑
口を清潔に保

てば防 げるというのが大 方の意 見

となっています︒歯医者さんに行って

実際に起こる歯周病は菌によって

す︒じつは︑歯周病も虫歯も健康で

も必ずブラッシングの指導がありま

そうであっても ︑
３０代 ぐらいか

あれば問 題のない常 在 菌が引き起

それぞれの病 状を起こしますが︑
い

ら歯が抜け始めてしまう人が多いよ

こしているとのこと︒
つまり︑歯周病

すし︑普 段の予 防の一環としては大

うです︒これはいったいなぜなのでし

が起こったときは︑歯だけではなく

ずれにせよ歯の存亡に関わってきま

ょうか︒歯 垢や食べかすを除くこと

からだ自 身の変 調にも気 遣わなけ

変意味があることです︒

による口内 衛 生 を 保つだけでは不

ればならないのです︒

ケット内にできてしまう歯石に対し

十分なように思われます︒

口の中には３００〜４００種類の

ては︑歯が立ちません︒これだけはお

歯周病はブラッシングでの歯垢除

常 在 菌が存 在し︑虫 歯 を 起こす 細

医者さんで︑歯石除去をするしかあ

去で予防はできるのですが︑歯周ポ

菌と歯周病を起こす細 菌は別のも

りません︒
いずれにしろ︑欠かせない

あなどれない歯周病

のです ︒歯 周 病 を 引き 起こす 種 類

ことは︑歯 周 病 菌に負けない強いか

らだ作りです︒

はそのうち１０種類ぐらいではない

かと言われています︒

６月4日は
虫歯予防デイ

100粒入ボトル

10粒
マスティックガム
802087 100粒 3,564円（税込）
802418 10粒 324円（税込）
マスティックの樹液を原料にしていま
す。
口臭、
虫歯、
歯から血が出るなど
の悩みを持っている人におすすめ
です。

800364 お口すっきりハーブ
50ml 972円（税込）
合成の殺菌剤や界面活性剤を使
わず自然の力を活かしたお口のた
めの清浄剤です。
ハーブエキスと精
油が口臭を防いで気分をリフレッシ
ュさせてくれます。

3407 パックスナチュロン
ハミガキ
120g 756円（税込）
洗浄成分に石けんが使われている
ハミガキ。飲み込んだとしても危険
性はありません。
また、
殺菌力がある
緑茶エキスが配合してあるので、
口
の匂いを消してくれます。

健康に欠かせないのは
正しい食生活と
正しい歯のケアです
健康に欠かせないのは正しい食生活ですが、
そこで重要になってくるのが、歯です。
厚生労働省は健康増進法にのっとり、
健康で長生きできるよう生活習慣を改善することを呼びかけています。
とくに興味深いのは、生活習慣を改善する注意項目には、
歯の健康も含まれていることです。
すでに１９８１年にＷＨＯは８０２０運動を提唱しています。
これは、
３２本の永久歯のうち、
８０歳で２０本の自前の歯を維持しようというもの。
ということは、
８０歳で２０本の自前の歯を持っている人が少ないことを示しています。
じつは、歯が抜けてしまうのも生活習慣病のひとつです。
正しい食生活を続ければ自分の歯は守れます。

歯の残数と
歯肉異常の関係

歯肉異常割合
平均残歯数 年齢別・歯肉に

現代日本人の
平均残歯数（本）
30

４０歳代半ばになんらかの歯
肉異常が認められる人のピ
ークがあります。少し遅れて
５０歳を過ぎた頃から歯の残
数が減ってきます。注目すべ
きは、
６０歳ごろに２０本の残
歯数を下回ること。まだ８０歳
までに２０年も残っています。
５０歳までの歯肉異常で、歯
を支える歯槽骨がぼろぼろに
なってしまっていることが考
えられます。正しい口内ケア
とともに、原因菌に負けない
強いからだを保たなければな
りません。

なんらかの異常を
認める割合（％）
90
80
70

20

60
50
40
30

10

20
10
0

年齢

20

30

40

50

60

70

80

0

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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