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『アイシス』
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。

だんだん紫外線を
肌で感じる季節に
なってきましたね︒

紫 外 線は浴びすぎると︑体 内で活 性 酸

UV-A

紫外線対策に効果のある食べ物

UV-B

●ビタミンＣ コラーゲン合成促進
ブロッコリー、カリフラワー、アセロラ、キウイなどのフルーツ
●β−カロテン 活性酸素を抑える
ほうれん草、小松菜、にんじんなどの緑黄色野菜
●ビタミンＢ2 皮膚の新陳代謝を高める
いわし、納豆、たまご、酵母
●亜鉛 不足すると肌の抵抗力が落ちる
牡蠣、かぼちゃの種、マツの実
●ビタミンＥ 活性酸素が発生すると細胞を酸化から守る
アーモンドなどのナッツ類、うなぎ
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1年の紫外線量のグラフ
紫外線量が多いのは、4月から8月ご
ろ。
また、UV-Aの強度は4月から9月ま
で強いです。
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UV-A・
・真皮まで届きコラーゲンやエ
ラスチンを壊してしまうのでシワやたる
みの原因に。
UV-B・
・炎症やシミ、
ソバカス、乾燥
の原因に。

す︒

真皮

また︑肌だけではなく ︑体にもさまざま

破壊

なトラブルを招くおそれがあるのです︒

表皮

本 来 ︑肌の表 皮には紫 外 線 を 散 乱させ

シワ、たるみ

る機能がありますが︑紫外線が強い季節な

シミ

ので︑オーガニックコスメで安 全に肌を守っ

UV-A
ていきましょうね！

UV-B
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1日の
紫外線量の
グラフ

●ペンネーム ・
I G
石けんシャンプーとリンスしか使っていなくても、髪がキレイとほめられ嬉しかったです。背中
の吹出物などのトラブルも全くなく、肌にも優しく気に入っています。
●ペンネーム M・K
オーガニックが大好きでまわりにはあまり理解されていませんが、色々試してみたい！
！ 自然
がいちばん。八味とうがらしも気に入っていますよ。
●ペンネーム S・C
合成界面活性剤に対する知識を学べてよかったと思います。他の商品（市販のもの）
との違
いがわかるようになりました。植物由来といっていても本当はそうでないものが沢山あること
に気づけました。
●ペンネーム ムルティプラ
注文してから届くまで速くて助かっています。最近オーガニックコスメの新しいものを店頭で
見かけるので、良いものがあればどんどん紹介してほしいです。

店 長 の つ ぶ やき
これからの季節はいろいろなイベントやレジャーなど、外に出かける機会が多くなってきますね。現在
は、
オゾン層の破壊などにより、紫外線の影響を受けやすい状態になっています。長時間、
日射しの中に
いる時は日傘や帽子を利用しましょう。紫外線や日焼け予防に効果があるオーガニックコスメ、抗酸化
作用やビタミンのある食べ物を摂って、今年の夏を過ごしましょう！
！
皮膚は排泄器官です。多少日焼けをしてもターンオーバーによりメラニンが排出されて、新しい肌が
生まれます。
もともとの肌質や年齢などもありますが、本物のオーガニックコスメを使うことにより肌はか
なり変わります。
これは私が一般化粧品で肌がぼろぼろになった経験があるのでいえることです。
お肌について、
さまざまなお悩みがあると思いますが、
１番大切なのは、良
くなると自分自身で信じることです。すると体は必ず応えてくれます。
今回の「オーガニック情報便」は紫外線について発行しましたが、みなさん
の興味があることや、
もっと知りたいことなども発信していきたいと思っていま
す。みなさんからのご意見もお待ちしています。
また、みなさんが「オーガニック生活便」を身近に感じていただける場にし
ていけたら、
と思っています。ぜひ一緒に、健やかなオーガニックライフを楽し
んでいきましょう。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
アイシス「オーガニック生活便

本店店長

ご利用案内

17：00

食べるものは大切ですね！

1日のうち1番紫外線量が多いのは10
時から14時でピークが12時頃です。

専用電話でのご注文
専用ＦＡＸのご注文
インターネットでのご注文

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
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索

スマホで
チェック！

お客様相談窓口

0120-1515-45
受付時間 9:00〜21:00（1月1日〜3日を除く毎日）
042-675-4608
24時間受付
http://isis-gaia.net

24時間受付

050-8880-7770
受付時間 10：00〜18：00
土日・祝祭日・年末年始・夏期冬期休暇を除きます

コスメ相談窓口

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。

手作りパックを作ってみませんか？
美肌、美白、毛穴ケアにおすすめ！
こんなときに！
・乾燥気味なとき
・角質が気になる
・毛穴の汚れや黒ずみが気になる
・顔がくすんでいる
・シミが気になる
・ニキビが出来てしまった

日焼け止めの紹介

なぜヨーグルトがいいの？
ヨーグルトには、保湿や、抗酸化作用や抗
炎症作用、肌の新陳代謝を促進したり、毛
穴の汚れやくすみをとってくれる働きがありま
す。
はちみつを混ぜることによって、保湿・柔軟
性を高めます。
また、
はちみつのかわりにデーツシロップを
使っても効果的！

商品番号801583
24ｈ ＵＶベースローション
ＳＰＦ15 ＰＡ++
30ml 3,980円
（税込）
肌色のローションで肌につけると
すぐになじみ、肌のキメを整えます。

ヨーグルトパックの効果的な栄養素
ビタミンA・
・
・肌のハリ・ツヤ・潤いUP！
ビタミンB2・
・
・抗酸化作用、
コラーゲン生成、
メラニンの生成を抑制
AHA・
・
・乳酸の一種で、肌にやさしいピーリン
グ効果や保湿や美白効果

用意するもの
・ヨーグルト
・はちみつ
・小麦粉
作り方と使い方
材料を適量まぜて作り、肌にパックして5分から10分顔にのせ
て洗い流します。
※少し固くしたいときは小麦粉を混ぜます。

手作りパックに使用した商品
商品番号801198
インド産野生黒蜂蜜ハンティングハニー
180g 1,240円（税込）

商品番号802627
デーツシロップ
100g 892円

デカン高原の野生蜜蜂の蜂蜜です。ロイヤルゼリ
ーやポリフェノール、
免疫を高める樹液などがつま
っています。

最高品種といわれるイラン産のピヤロム種を使
用したなつめやしのシロップです。ビタミンＡ、
ビ
タミンＢ群、
亜鉛、
ポリフェノールなどビタミンやミ
ネラルを豊富に含んでいます。

そのほかに・
・
抹茶を混ぜると、
カテキンがシミの原因で
あるメラニン色素の発生を抑え、
ビタミンCが
美白作用も！
にんじんをすりおろして混ぜると、
日焼けや
肌荒れなどの肌トラブルを抑え、炎症を抑えま
す。
規定の量というのはありません。
自分の肌と好みに合った量と材料で、
オリジ
ナルのパックを作ってみましょう。

商品番号801400
ネオナチュラル ＵＶホワイトプロ
ＳＰＦ20 ＰＡ++
30ml 2,898円
（税込）
和漢植物エキスで紫外線防止と
スキンケア効果。べたつかずさらっ
とした使い心地です。

商品番号3416
パックスナチュロン ＵＶクリーム
ＳＰＦ15 ＰＡ++
45g 840円
（税込）
石けん乳化したＵＶクリームです。
化粧下地としても1年中使えます。

商品番号802106
バジャー リップバームスティック
ＳＰＦ15
4.2g 1,050円
（税込）
UVの刺激と乾燥から唇を保護す
るリップスティック。アウトレジャー
やガーデニング時に！

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！
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