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Welcame to Sensatia
⾚外線直下の太陽をいっぱいに浴びたとれたてのココナッツの実
から誕⽣した「センセイシャボタニカルズ」。バリ島東南の農
村で伝統的な製法でひとつひとつ⼤切に⼿作りされており、
100％安全でナチュラルな製品作りを誇りにしています。

安⼼・安全への取り組み
センセイシャボタニカルズは、バリ島で初めてかつ唯⼀国際
GMP認証ガイドラインの適⽤を受けています。また、インドネシ
ア国家⾷品医薬品監督庁へ300を超える製品登録を⾏っています。

毎年45％成⻑し続ける企業
センセイシャは“地球還元システム”を採⽤しています。新興国
の中で⽣きる⼈々の豊かな⽂化を守りながら、地域全体で成⻑し
ていくことを⽬指しています。当初たった２⼈で始まった⽯鹸⼯
場は、現在は100⼈以上が関わり2012年からは毎年45％成⻑し続
けています。

センセイシャ の特徴

ノンケミカル・無添加・100％ナチュラル
センセイシャは旧表⽰指定成分をはじめ、その他の添加物も⼀
切含まない100％天然成分で作られています。厳選された原料、
ピュアエッセンシャルオイルを独⾃にブレンドし、天然のアロマ
がバスルームいっぱいに広がります。

環境にやさしい
⽔質汚染につながる合成界⾯活性剤、防腐剤、酵素、乳化剤、鉱
物油はもちろん、⽯鹸の多くに含まれるエデト塩酸も含まれてい
ません。特に、環境に悪いと⾔われている合成界⾯活性剤は、完
全に分解されるまでかなりの時間を要しますが、センセイシャ
ナチュラルソープは１⽇でバクテリアによって分解されます。

アジア⾼級リゾートで認められた品質
センセイシャのホテルアメニティは、世界中のアリラ・ホテル
ズ＆リゾーツやインドネシアにあるアヤナリゾート、カユマニス
グループ、グランドハイアット、パドマグループ、ジ・オベロイ
バリなど、多くの５つ星リゾートホテルの客室アメニティに導⼊
されており、その使⽤感の良さはお墨付きです。
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シアバターソープ レッドローズ
ゼラニウム油/モンモリロナイト/レモン果⽪油/ニオイテンジクアオイエキス/ダマスクバラエキス

ローズオイルには、肌のトーニング、消炎、若返りの効果があり、全ての肌タイプの⽅
に⼼地よくお使いいただけます。特に、乾燥肌、敏感肌、年齢肌におすすめです。柔
らかく繊細で⽢くスパイシーな⾹りに仕上がっています。素晴らしいものだけを求める
⼈のためのゴージャスなブレンドです。
お勧めの肌タイプ：ドライ〜ノーマル pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

センセイシャ ナチュラルソープ

SB30シリーズ（３種）
主要成分：ココナッツオイル/⽔/シアバター/⼤⾖油/⽔酸化Na

⾔葉をいくつ並べても、その素晴らしさを語り尽くせないセンセイシャ SB30シリーズ。
実際に肌で触れ、体で感じて、初めて理解していただけます。
センセイシャが⾃信を持ってお勧めするこのシリーズは、含まれる植物オイルの30％が全くの
無添加、未精製のアフリカンシアバター。可能な限り贅沢に作ったソープです。滑らかでクリー
ミーな泡⽴ちは肌に優しく栄養を与えます。
全⾝にご使⽤頂け、敏感肌も含めて全ての肌タイプの洗顔に適しています。

シアバターソープ リラクゼーション
ベントナイト/マンダリンオレンジ果⽪油/ラベンダー油/ゼラニウム油/マヨラナ油/パチュリー油/
ローマカミツレ花油

マジョラム、マンダリン、カモミールのエッセンシャルオイルとハーバルでフレッ
シュな⽢い⾹りをブレンドし、ストレスを和らげ肌を落ち着かせます。体を⼼の両⽅
を癒し、シアバターには健康で輝く肌に寄与するビタミンが豊富に含まれています。
お勧めの肌タイプ：ドライ〜ノーマル pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

シアバターソープ シーサイドシトラス
ニオイヒバ葉油/ニュウコウジュ油/セイヨウネズ果実油/ローズマリー葉油/ヒマラヤスギ⽊油/グレー
プフルーツ果⽪油/チュウジ花油/ベイ油/セイヨウハッカ油/イランイラン花油/ケイヒ油/アルファル
ファエキス

ラベンダー、ローズマリー、ホワイトグレープフルーツのエッセンシャルオイルが肌を
浄化して保護し、エキゾチックな熱帯の島の雰囲気を思い起こさせる爽快なシトラスの
⾹りを提供します。抗菌、⽪脂分泌をコントロールし、脂性肌、年齢肌、⽇焼け後のケ
アとしても優れ、しわの出来にくい肌を作ります。
お勧めの肌タイプ：ドライ〜ノーマル pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

シアバターとは？

⻄アフリカのシアの⽊の種⼦から採取
される植物性の油脂（バター）です。
⼈の⽪脂に多く含まれているオレイン
酸やビタミン類を多く含み、保湿⼒に
優れ、肌をしっとりと保ってくれます。

ローズマリー＆ラベンダー ティーツリー
ラベンダー油/ローズマリー葉油/ティーツリー油/アルファルファエキス/ローズマリー葉

ローズマリーは記憶⼒や集中⼒を⾼め、ポジティブな活⼒を取り戻す効果があります。ラ
ベンダーオイルは気持ちを安らかに鎮め、不安や緊張、パニックやヒステリー、⼼⾝の消
耗を和らげてくれます。ティーツリーは⽪脂レベルを制御するのに役⽴ちます。
お勧めの肌タイプ：オイリー〜ニキビ肌 pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

ティーツリーとは、オーストラリアの先住⺠、アボリジニが何世紀にも渡って愛⽤してきた植物です。殺菌、抗菌作⽤に優れ、免疫⼒を⾼め
ることで知られ、透明感のある肌作りの⼿助けをします。また、その精油は、第⼆次世界⼤戦中、負傷した兵⼠の傷の消毒⽤として軍の薬箱
に常備されていました。

ティーツリーシリーズ（１種）

140309

140310

140311

140202
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センセイシャ ナチュラルソープ

センセイシャオリジナルアロマブレンドのフレーバーシリーズ。
メレンゲのような豊かな泡⽴ち、バスルームいっぱに天然の⾹りが広がります。

バリニーズハーバルルルール
レモングラス油/ベニノキ種⼦エキス/ハチミツ/ゼラニウム油/イランイラン花油/アニス果実エキス/ウ
イキョウ果実エキス

ルルールは筋⾁の痛みを和らげ、くすんだ顔⾊を明るくする効果がありバリ島の伝統的な
美容法です。デリケート肌に優しく、ゼラニウム、イランイラン、サンダルウッドオイル
の⽢いハーブの⾹りに仕上げました。
お勧めの肌タイプ：全ての肌タイプ pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

140206

ココナッツ＆マンダリン
ココヤシ果汁/イランイラン花油/マンダリンオレンジ果⽪油/ハチミツ

クリーミーな泡⽴ちと柑橘系アロマとフローラルな⾹りが特徴です。ココナッツにはビタ
ミンやミネラルが豊富に含まれており、滑らかなお肌に仕上がります。マンダリンは抗酸
化作⽤があり、気分を明るくする爽快な⾹りをお楽しみください。
お勧めの肌タイプ：全ての肌タイプ pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

140209

フレーバーソープ（５種）

シーウィード＆バリライム
ライム油/ラベンダー油/アルファルファエキス/キュウリ油/マルバチシマクロノリ/アスコフィルム/ド
スム

爽快で爽やかな⾹りのこの⽯鹸はバリと⽇本の海藻が含まれており、肌に栄養を与える⾼
レベルのビタミンとミネラルが豊富に含まれています。荒れた乾燥肌を柔らかくし⽔分を
補給し潤いと弾⼒を与えます。
お勧めの肌タイプ：全ての肌タイプ pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

140207

ブラックボタニックサンド
⽕⼭砂/グレープフルーツ果⽪油/ラベンダー油/ローズマリー葉油/ココヤシ殻

⽕⼭砂はミネラルを豊富に含み不純物をやさしく取り除きます。エッセンシャルオイルと
の組み合わにより、⾓質除去とお肌の調⼦を整えます。
お勧めの肌タイプ：全ての肌タイプ pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

140211

バリシナモン＆グローブ
ヒマラヤスギ⽊油/チョウジ花油/ケイヒ油/ハチミツ/カシア樹⽪

シナモンは、殺菌効果や肌を引き締める効果があります。⽢くスパイシーなアロマを引き
⽴てるために、ヒマラヤシダウッドやクローブ、シナモンのエッセンシャルオイルを加え
ています。
お勧めの肌タイプ：全ての肌タイプ pHレベル：8.5〜9.5 内容量：125g

140213

25gソープ 9個セット
９つ全てのフレーバーソープ、２５gのサンプルサイズ。どのソープがいいか迷ってしま
う⽅、贈り物選びにお困りの⽅、たくさん買う前に全部のソープを試したいという⽅、こ
のギフトセットはそんなあなたにぴったりです。センセイシャフレーバーソープ（ティー
ツリー・フレーバー・シア）シリーズから、今後定番となる９つ全てのミニサイズ（２５
g）が⼊ったセットです。ただ⼩さいというだけではありません。センセイシャの製品に
はどんなに⼩さくても情熱と愛情が刻まれています
内容量：25g×9個⼊り

140304

25gソープ 9個セット
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ボタニカルシリーズ シャンプー・コンディショナー・ボディウォッシュ・ボディローション

センセイシャボタニカルズは、体、髪、肌に安らぎをもたらす100％天然成分で作られています。
体にも環境にも全てに優しく、全てを天然の植物性成分で作る事にこだわっています。
⽇本にはオーガニックの基準を決める機関がありません。有機栽培の植物エキスを配合すれば、どんなシャンプーもオーガニックシャンプーと
表記することができます。天然由来の成分とその質についての基準がないため、オーガニックシャンプーの品質に対して判断が難しくなってい
ます。効果が実感できるような配合量であったり、品質の良いものでなければその成分が⼊っている意味がありません。私たちは、品質の良さ
は重要なポイントと考えております。

バランシング すっきり爽やかな⾹り・・・レモン、ゼラニウム、ティーツリー、ペパーミント配合

ボタニカルシャンプー バランシング
アラビアゴム/オタネニンジン根エキス/キサンタンガム/クエン酸/グリセリン/コカミドプロピルベタイン/ココイルメチルタウリンＮａ/
デヒドロ酢酸/ハイビスカス花エキス/パンテノール/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー−６/ミリストイルサルコシンＮａ

ティーツリーオイル、ペパーミントオイル、⾼麗⼈参エキスの純粋な植物で調合されたバランシングシャンプーは、爽
快なミントのハーブの⾹りです。髪を圧迫することなく頭⽪に⽔分を補給することによりフケ防⽌に役⽴ちます。余計
な油を優しく除去して健康な髪にします。
お勧めの髪タイプ：オイリー〜フケが気になる⽅ pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140372

ボタニカルコンディショナー バランシング
アルニカ花エキス/オタネニンジン根エキス/オリーブ果実油/グリセリン/ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）/セタノール/デヒドロ酢酸/ト
コフェロール/ハイビスカス花エキス/ベヘントリモニウムクロリド

軽くて優しく、驚くほど栄養価の⾼いコンディショナーは、頭⽪に潤いと栄養を与え、フケや過剰な油分の軽減を助け
ます。アルニカとティーツリーオイルは⽑根の詰まりを取り除き、⾼麗⼈参は健康な発⽑を促進します。バランシング
シャンプーと併⽤することでより効果があります。
お勧めの髪タイプ：オイリー〜フケが気になる⽅ pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140376

ボタニカルボディウォッシュ バランシング
アラビアゴム/キサンタンガム/クエン酸/グリセリン/コカミドプロピルベタイン/ココイルメチルタウリンＮａ/ゴレンシ果実エキス/デヒ
ドロ酢酸/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー−６/ミリストイルサルコシンＮａ/レモン果実エキス

爽やかなミントとハーブの⾹りのボディウォッシュは、肌のトーンのバランスを保つための活性植物が含まれています。
アロエベラの保湿成分が肌をなだめ柔らかくし、ティーツリーオイルがダメージを補修します。レモンオイルは抗酸化
作⽤が⾼く肌ストレスから守ります。
お勧めの肌タイプ：オイリー〜にきび肌 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140380

ボタニカルボディローション バランシング
オリーブ油脂肪酸ソルビタン/キサンタンガム/クエン酸/クエン酸Ｎａ/コーンスターチ/ゴレンシ果実エキス/セタノール/セテアリルグル
コシド/デヒドロ酢酸/トコフェロール/ヒマワリ種⼦油/レモン果実エキス

肌の調⼦を整え保湿を促すボディローションは、⾝体と⼼をリフレッシュします。脂性でニキビが発⽣しやすい⽅⽤に
開発され、余計な油分をすばやく吸収して⽑⽳を清潔に保ちます。ティーツリーとゴツコラエキスは、癒しとニキビ予
防に効果的です。
お勧めの肌タイプ：オイリー〜にきび肌 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140384

主要成分：アロエベラ葉エキス/ツボクサ葉／茎エキス/ティーツリー葉油/ニオイテンジクアオイ花油/ハッカ葉油/ベンジルアルコール/⽔/レモン果⽪油/安息⾹酸

バランシングシリーズは、レモン、ゼラニウム、ティーツリー、ペパーミントのエッセンシャルオイルをブレンドし、鎮静効果を⾼め爽やか
なミントハーブの⾹りで⼼⾝をリラックスさせます。
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ボタニカルシリーズ シャンプー・コンディショナー・ボディウォッシュ・ボディローション

カーミング 柑橘系の⾹りでハッピーな気分に・・・グレープフルーツ、ラベンダー、ゼラニウム、カモミール、ジャスミン配合

ボタニカルシャンプー ハイドレーシング
アラビアゴム/オタネニンジン根エキス/キサンタンガム/クエン酸/グリセリン/コカミドプロピルベタイン/ココイルメチルタウリンＮａ/
スギナエキス/パンテノール/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー−６/ミリストイルサルコシンＮａ

ハイドレーシングシャンプーは、光沢のあるもつれのない髪へ導きます。頭⽪や髪に栄養を与えながら汚れを洗い流す
活性植物が含まれています。爽やかな柑橘系の⽢い⾹りを加えながら、髪に究極のハリ、強や、光沢を与えます。
お勧めの髪タイプ：ドライ〜ノーマル pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140374

ボタニカルコンディショナー ハイドレーシング
アボカド油/オタネニンジン根エキス/グリセリン/スギナエキス/ステアリン酸グリセリル（SE）/セタノール/ベヘントリモニウムクロリド

ハイドレーシングコンディショナーで枝⽑にサヨナラを。軽いタッチでありながら深く潤いを与えるこのコンディショ
ナーは、艶のある髪を強化します。アボカドオイル、⾹しいイランイランオイル、⾼麗⼈参の⽢美な組み合わせが輝き
のある髪に保ちます。
お勧めの髪タイプ：ドライ〜ノーマル pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140378

ボタニカルボディウォッシュ ハイドレーシング
アラビアゴム/キサンタンガム/クエン酸/クズイモ根エキス/グリセリン/コカミドプロピルベタイン/ココイルメチルタウリンＮａ/ゴレン
シ果実エキス/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー−６/ミリストイルサルコシンＮａ

プチグレンの優しい柑橘系のアロマが⾹り、汚れを洗い流し⽔分をお肌に閉じ込めます。ラベンダー、プチグレン、ス
ターフルーツの活性植物がお肌を柔らかくし潤いを与えます。抗酸化作⽤によりお肌の⽼化防⽌に役⽴ちます。
お勧めの肌タイプ：乾燥肌〜ノーマル肌 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140382

ボタニカルボディローション ハイドレーシング
オリーブ油脂肪酸ソルビタン/キサンタンガム/クエン酸/クエン酸Ｎａ/クズイモ根エキス/コーンスターチ/ゴレンシ果実エキス/シア脂/セ
タノール/セテアリルグルコシド/トコフェロール/ヤシ油

乾いた肌に素早く潤いを与え保湿します。ヒカマでココナッツオイルの絹のようなベースを作り、⽢草エキスと柑橘類
の爽やかな⾹りで、滑らかに滑るような肌を柔らかく若返らせます。
お勧めの肌タイプ：乾燥肌〜ノーマル肌 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140386

ボタニカルシャンプー カーミング
アラビアゴム/キサンタンガム/クエン酸/グリセリン/グレープフルーツ果⽪油/コカミドプロピルベタイン/ココイルメチルタウリンＮａ/ゴ
ボウ根エキス/スギナエキス/パンテノール/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー-６/マツリカ花エキス/ミリストイルサルコシンＮａ

治癒効果の⾼い天然成分をブレンドし髪にビタミンを与えます。髪を優しくクレンジングし頭⽪を潤します。最良の組み
合わせは、カーミングコンディショナーと併⽤がおすすめです。
お勧めの髪タイプ：痛んだ髪やカラー処理した髪 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140373

ボタニカルコンディショナー カーミング
ククイノキ種⼦油/グリセリン/グレープフルーツ果⽪油/ゴボウ根エキス/ジャスミン油/スギナエキス/ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）/セ
タノール/ベヘントリモニウムクロリド

髪を強化し、頭⽪を落ち着かせるカーミングコンディショナー。髪に余計な油分を与えずに光沢のある輝やかしい髪に仕
上げます。最良の組み合わせは、カーミングシャンプーと併⽤がおすすめです。
お勧めの髪タイプ：痛んだ髪やカラー処理した髪 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140377

ボタニカルボディウォッシュ カーミング
アラビアゴム/アロエベラ葉エキス/キサンタンガム/クエン酸/クズイモ根エキス/グリセリン/グレープフルーツ果⽪油/コカミドプロピルベ
タイン/ココイルメチルタウリンＮａ/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー−６/マツリカ花エキス/ミリストイルサルコシンＮａ

ジャスミンとカモミールの⼼地よい⾹りでお肌を深くなだめます。抗酸化作⽤で肌を落ち着かせダメージから守ります。
敏感肌⽤に作られ、お肌をリフレッシュし、快適な潤いを与えます。
お勧めの肌タイプ：敏感肌〜⽼化肌 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140381

ボタニカルボディローション カーミング
アロエベラ葉エキス/オリーブ油脂肪酸ソルビタン/キサンタンガム/クエン酸/クエン酸Ｎａ/クズイモ根エキス/グレープフルーツ果⽪油/
コーンスターチ/セタノール/セテアリルグルコシド/トコフェロール/マツリカ花エキス/ヤシ油

全て天然成分から作られているので軽いつけ⼼地で滑らかな潤いをもたらします。アロエベラは刺激を和らげ緩和します。
カレンデュラはストレスから保護し、ヒカマは、落ち着いた透明な肌のために若返りと調⼦を整えます。
お勧めの肌タイプ：敏感肌〜⽼化肌 pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140385

ハイドレーシング 森の⾹りでリフレッシュ・・・ペチグレン、ラベンダー、イランイラン配合

主要成分：アルテア根エキス/デヒドロ酢酸/トウキンセンカ花エキス/ニオイテンジクアオイ花油/ベンジルアルコール/⽔/ラベンダー油/ローマカミツレ花油/安息⾹酸

カーミングシリーズは、オリジナルのグレープフルーツ、ラベンダー、ゼラニウム、カモミール、ジャスミンのエッセンシャルオイルをブレンド
し、フローラルで⽢い⾹りで⼼を落ち着かせます。

主要成分：アロエベラ葉エキス/イランイラン花油/カンゾウ根エキス/デヒドロ酢酸/ビターオレンジ花油/ベンジルアルコール/⽔/ラベンダー油/安息⾹酸

ハイドレーシングシリーズは、栄養や保湿を養う天然成分を厳選し優しく包み込みます。
ラベンダー、プチグレン、イランイランなどのエッセンシャルオイルを配合し、爽やかなフローラルシトラスの⾹りが特徴です。
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ボタニカルシリーズ シャンプー・コンディショナー・ボディウォッシュ・ボディローション

ナチュラリング ローズ漂うロマンチックな⾹り・・・ダマスクローズ、ゼラニウム、レモン配合

ボタニカルシャンプー ナチュラリング
アラビアゴム/アルテア根エキス/キサンタンガム/クエン酸/グリセリン/コカミドプロピルベタイン/ココイルメチルタウリンＮａ/ゴボウ根
エキス/パンテノール/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー−６/ミリストイルサルコシンＮａ

ナチュラリングシャンプーを泡⽴てるとレモンとローズの⼼地よい柑橘系の花の⾹りがします。頭⽪の汚れを取り除き、
肌を和らげフケを緩和します。柔らかくしなやかな艶のある髪に仕上げます。
お勧めの髪タイプ：全ての髪タイプ pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140375

ボタニカルコンディショナー ナチュラリング
アルガニアスピノサ核油/アルテア根エキス/グリセリン/ゴボウ根エキス/ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）/セタノール/ベヘントリモニウ
ムクロリド

レモンとローズのエッセンシャルオイルを使⽤した軽やかで⽢美な⾹りのコンディショナーは、髪の根元から先端まで
栄養を与えます。アルガンオイル、ゴボウ、マシュマロウの根を含む活性植物のバランスの取れたブレンドは、⽔分補
給が浸透し⽪脂分泌の調整を助けます。もつれがなく柔らかく絹のような仕上がりです。
お勧めの髪タイプ：全ての髪タイプ pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140379

ボタニカルボディウォッシュ ナチュラリング
アラビアゴム/キサンタンガム/クエン酸/クズイモ根エキス/グリセリン/コカミドプロピルベタイン/ココイルメチルタウリンＮａ/ゴレン
シ果実エキス/ベタイン/ポリアクリレートクロスポリマー−６/ミリストイルサルコシンＮａ

全ての肌タイプを美しく、⾹り⾼いこのボディウォッシュは、肌を優しくクレンジングして栄養を与えます。レモン
エッセンシャルオイルとカレンデュラエキスは、油分をコントロールし、フリーラジカルから肌を保護するのに役⽴つ
抗酸化物質が豊富です。ダマスクローズは魅惑的なフローラルアロマと輝きのある肌へと導きます。
お勧めの肌タイプ：全ての肌タイプ pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140383

ボタニカルボディローション ナチュラリング
オリーブ油脂肪酸ソルビタン/キサンタンガム/クエン酸/クエン酸Ｎａ/クズイモ根エキス/コーンスターチ/ゴレンシ果実エキス/シア脂/セ
タノール/セテアリルグルコシド/トコフェロール/ヤシ油

スターフルーツエキス、ゼラニウム、バラの花びらを配合し、柑橘系に花の⾹りを加え美しく滑らかな肌を与えます。
植物由来の成分は、豊富なビタミンと抗酸化作⽤があり、ストレスから肌を保護し、潤いを与え調⼦を整えます。⼊浴
後やお肌のリフレッシュにご使⽤ください。
お勧めの肌タイプ：全ての肌タイプ pHレベル：4.50〜6.00 内容量：300ml

140387

主要成分：アロエベラ葉エキス/ダマスクバラエキス/デヒドロ酢酸/トウキンセンカ花エキス/ニオイテンジクアオイエキス/ニオイテンジクアオイ花油/ベンジルア
ルコール/レモン果⽪油/安息⾹酸/⽔

ナチュラリングシリーズは、ゼラニウム、レモン、ダマスクローズのエッセンシャルオイルのコンビネーションで、華やかでありながら爽や
かな⾹りが特徴のアロマです。

マッサージオイル

リラクゼーション マッサージオイル
マンダリンオレンジ果⽪油/ラベンダー油/マヨラナ油/パチュリー油/ゼラニウム油/ローマカミツレ花油

⼼⾝を落ち着かせる効果があることで知られるエッセンシャルオイルを配合したこの贅沢なリラクゼーションマッサー
ジオイルでストレスを逃がしましょう。ラベンダーオイルはなだめるような花の⾹りを提供します。マンダリン、ゼラ
ニウム、ククイナッツオイルは、肌を柔らかく滑らかにし若返らせます。
内容量：150ml
使⽤⽅法：お好みの量を⼿に取り、⼿の平で温めてからマッサージします。

140238

落ち着きが得られ、ゆるやかにストレスを解放させてリラックス感を上げる
プロテインやビタミン&ミネラルたっぷりのバージンココナッツ、⼤⾖、ククイナッツ、モルカンアーモンド&⻨芽ベースオイルブレンド
が⼊ったマッサージオイル。バスタイムの後のボディマッサージに最適です。
主要成分：ココナッツオイル/⼤⾖オイル/ククイナッツオイル/アーモンドオイル
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センセイシャナチュラルソープは100％ナチュラルで100％ピュア。⾷べられるほど良質なのです。
■コールドプロセス製法で⽣まれるしっとり感とやわらかな泡⽴ち
コールドプロセス製法は、⽯鹸を約1ヶ⽉間ゆっくりと熟成させます。⼿間と時間のかかる⼯程ですが、この⽅法で作られる⽯鹸は肌になじみ、汚
れがよく落ちると⾔われています。お肌に優しいしっとり感と柔らかな泡⽴ちが特徴です。

■天然保湿成分のグリセリンがたっぷり
グリセリンはココナッツオイルなどの油脂から⽯鹸を作る過程で得られる天然の保湿成分です。コールドプロセス製法で製造されたセンセイシャ
のソープは天然の保湿成分グリセリンをそのままの形で残すのでお肌に優しいのです。

■微アルカリ性で汚れすっきり
微アルカリ性のセンセイシャソープは、酸性のものより洗浄⼒があり、弱アルカリよりマイルド。⽑⽳を閉じさせず、汚れをすっきり落とします。

■エッセンシャルオイル配合でアロマテラピー効果
数々のアロマテラピー効果のあるピュアエッセンシャルオイル配合。エッセンシャルオイル⾃体の有効成分を活かすため、⽯鹸の製作最終⼯程で
エッセンシャルオイルを加えます。バスルームに広がる豊かで美しい⾃然の⾹りをお楽しみください。

■保存料について
ココナッツオイルを使⽤しコールドプロセス製法によって作られている⽯鹸は、オイル成分が酸化しにくい上、エッセンシャルオイルと蜂蜜を配
合することで天然の防腐剤の役割を果たしています。

〒250-0861
神奈川県⼩⽥原市桑原867-6⼩⽥原⽊⼯団地内
TEL 0465-38-0538 FAX 0465-38-0539

使⽤上のご注意
・⽯鹸は配合している原料や育った環境、植物の年数によって若⼲⾊が違います。⼿作業によるカットのため形は若⼲不揃いです。
・⼀般の⽯鹸と⽐べて溶けやすいため、使⽤後はよく⽔気を切り⾵通しのよい状態で保管して下さい。
・時間が経つにつれて収縮しますので、⻑期保存後は若⼲軽くなります。
・当⽯鹸はアレルギーテスト済みですが、万が⼀お肌に合わない場合は直ちにご使⽤を中⽌し、専⾨医に相談して下さい。

オイルの光毒性について
柑橘系の精油の中には光毒性を起こすものもありますが、Sensatiaの商品開発では光毒性を起こさない濃度で調合をしていますので、
外出前にも問題なくご使⽤頂けます。

オイルの使⽤上のご注意
●お肌に合わない時はご使⽤をおやめ下さい。●傷や湿疹など異常のある部位にはお使いにならないで下さい。●乳幼児の⼿の届
かないところに保管して下さい。●ご使⽤後はしっかり蓋を閉めて下さい。●本製品は多くの天然成分を原料としていますので、
製品により、⾹り、⾊、乳化状態、粘度などの多少の変化や、保管状況などの理由から⼀部の商品は分離することもありますが、
品質には問題ありません。●使⽤しておりますココナッツオイルと⼤⾖油により10度前後で凝固する場合がございます。凝固しま
しても品質が劣化することはなく、凝固期間は品質保持し続けますのでご安⼼下さい。ぬるめの湯煎などで温めた後、温度にご注
意の上、引き続きご使⽤頂けます。●合成保存料を使⽤しておりませんので、開封後はお早めに使い切って下さい。●直射⽇光の
当たる場所や⾼⾳多湿になる場所は避け、冷暗所で保管して下さい。●ご使⽤前には必ずパッチテストをして下さい。

株式会社ラ・ルース
https://la-luz.co.jp

https://la-luz.co.jp/

