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ALOBABY の「ALO」はラテン語で「育てる」こと。赤ちゃんの心身の健やかな成長を願い、スキンケアを通じた親子の触れ合いによって

言葉を話せない赤ちゃんと手を介して心を通わせることのできるアイテムを作りたい、という気持ちから開発されました。製品を

心から安心して使って頂くため、天然由来成分にこだわり、全成分の 99％以上に天然由来原料を使用。また、植物由来成分の 99％

以上オーガニック原料です。ママと赤ちゃんの為を考え開発から生産まで日本国内で行っております。

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

天然オイルのアロマ効果

アロベビー

ALOBABY

アロベビーは安心で心地よい使用感のために、厳選を重ねたラベンダー

＆ローズから抽出された天然オーガニックオイルがほのかに香る微香性。

ベビーマッサージ時に、オーガニックアロマの香りで赤ちゃんもママも

リラックス。ふたりだけの時間を、オーガニックのほのかな香りがする

ベビーグッズで、ゆったりと過ごせます。

ベビーマッサージをはじめませんか？

ベビーマッサージとは、ママやパパの手で赤ちゃんの素肌に優しく触れ

て、愛情を伝えてあげること。近年産婦人科でも勧められているこのふ

れあいで、赤ちゃんは両親の愛情を実感し、心が満たされ健やかに成長

すると言われています。また、ママやパパは赤ちゃんに触れることで、

赤ちゃんの日々の体や気持ちの変化に気付き、赤ちゃんへの愛情が一層

強くなります。アロベビーのオイルやローションは、ベタつかず肌なじ

みもいいので、ベビーマッサージには最適。マッサージを通じて心と肌

の触れ合いから、愛情を深め合いませんか？また植物由来の天然成分で

すので、敏感肌の方の顔を含めた全身のデイリーケアにもおすすめです。

「安心」を提供するために

オーガニックと言っても、だれが、どうやって作っているの？ベビーグッ

ズへのママの心配事は尽きないもの。アロベビーは、「原料」「使い心地」

「安心」に徹底し、50 年以上のスキンケアやベビーグッズなどの製造の

実績をもつメーカーの協力により、開発から生産まですべてが Made in 

Japan。また、オーガニックの世界基準ともいわれる ECOCERT　 を取得。

国産オーガニックのベビーグッズだからこその「安心」を提供しています。

※2

※2 ECOCERT…エコサート（Ecocert）とは、1991 年に農学者の団体によって設

立された、フランスのトゥールーズに本拠を置くオーガニック認証団体です。

アロベビーはこの認証基準（完成品の 95％以上が天然由来原料であること、

植物原料の 95％以上がオーガニック原料であること、化学原料は完成品の

5％未満であること）をクリアしています。エコサートの中でも一番取得が　

難しいとされている認証です。

●純国産スキンケア商品

●オーガニック基準 ECOCERT 取得

●無添加・無香料・無着色

●99％以上が天然成分由来
※1

※1 ミルクローション・バズオフスプレー・ベビークリーム以外は 100％天然成分由来。

「赤ちゃんとママへの 10 の約束」アロベビープロデューサーからの

①全成分の 99％以上が天然成分由来
②開発から生産まで日本国内にて行う国産製品
③無添加・無香料・無着色
④パラベンなど防腐剤不使用
⑤アルコール無使用・合成ポリマー不使用・シリコン不使用
⑥鉱物油無添加・石油系界面活性剤無添加
⑦動物実験は行いません
⑧キャリーオーバー成分（表示の必要がない原料に含まれる
　微量成分）も全成分に表示
⑨植物原料の産地・オーガニック認証などを出来る限り明確に公表
⑩ALOBABY に関わるすべての人が、ママと赤ちゃんの幸せを
　祈っています

2010年断食修行を通して、食べるもの・肌につけるものを自然なオーガニックグッズにこ
だわるオーガニックライフの喜びを知る。妊娠をきっかけに、ベビーグッズもより安心な
国産オーガニックにこだわったものが欲しいと思うに至り、アロベビーをプロデュース。

Mayumi
プロデューサー

ママの愛情から生まれた

国産オーガニックブランド



お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

アロベビーLINE UP 商品一覧 ALOBABY

【全成分】
水、グリセリン、オレンジ果実水 *、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリ
ル、オリーブ油 *、シア脂 *、ヒドロキシステアリルアルコール、ステアリン酸
グリセリル、ホホバ種子油 *、ツボクサエキス *、イタドリ根エキス *、オウゴ
ンエキス *、カンゾウ根エキス *、チャ葉エキス *、カミツレ花エキス *、ロー
ズマリー葉エキス *、ラベンダー油 *、ローズマリー油 *、ラベンダー花水 *、
カニナバラ果実エキス *、タチジャコウソウ花／葉エキス *、ラベンダー花エ
キス *、キサンタンガム、トコフェロール、ダイズ油、ベヘニルアルコール、セ
テアリルアルコール、ヒドロキシステアリルグルコシド、ステアロイル乳酸
Na、BG、ベンジルアルコール、デヒドロ酢酸（* 印はオーガニック栽培原料）

アロベビーミルクローション
￥2,300+ 税 LOT:1

W43×D45×H185 ㎜ 150ml 対象年齢 : 新生児～

779-541006

潤いを閉じ込めて、吸い付くようなもちもち肌が長続き。大人よ
りも乾燥しがちな赤ちゃんの肌を、オーガニック植物成分が
しっかり潤し、柔らかさをキープ。日々のスキンケアや手軽な
マッサージにピッタリな、ベタつかず伸びのあるしなやか処方
を採用。敏感肌に悩む大人の方の毎日の保湿アイテムとしても
お勧めです。

779-541099

【全成分】
水、シア脂＊、ベヘニルアルコール、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリ
ル、プロパンジオール、ジグリセリン、ステアリン酸ポリグリセリル－２、ヒ
マワリ種子油＊、ステアリン酸グリセリル、グリセリン、ステアリルアルコー
ル、シリカ、セテアリルグルコシド（小麦）、セテアリルアルコール、レブリン
酸Ｎａ、アニス酸Ｎａ、トコフェロール、ハマナエキス、フィチン酸、乳酸桿菌
/ ダイコン根発酵液、セイヨウニワトコエキス＊（* 印はオーガクニック栽培
原料）

ハマナエキスなどの天然由来成分が肌のバリア機能を高め、お
むつかぶれなどの炎症を抑えます。天然由来成分なので軟膏特
有の白浮きがなく、すっと肌になじみます。肌本来の力を高める
ので、炎症が起きてからの鎮静はもちろん、日常からの保湿ケア
にも。無香タイプなのでおむつまわりに使用してもにおいが気
にならず、赤ちゃんもママも快適に使用できます。

アロベビーベビークリーム
￥2,100+ 税 LOT:1

W55×D49×H159 ㎜ 75g 対象年齢 : 新生児～

779-541143

【全成分】
水、プロパンジオール、タンカン果実水 *、ラベンダー花水 *、ラウリルグルコ
シド、ラウリルベタイン、グリコシルトレハロース、ココイルグルタミン酸２
Ｎａ、加水分解水添デンプン、カプリル酸グリセリル、ココイルグルタミン酸
Ｎａ、ＰＣＡ、乳酸桿菌／ダイコン根発酵液、ウンデシレン酸グリセリル、ラ
ベンダー油 *、ダマスクバラ花油 *、安息香酸Ｎａ（* 印はオーガクニック栽
培原料）

アロベビーベビーソープ
￥1,950 + 税 LOT:1

W65×D65×H165 ㎜ 250ml 対象年齢 : 新生児～

779-541051

多くのボディソープに使われている石油系界面活性剤やパラベ
ンを一切使用せず、お肌へのやさしさにとことんこだわった天
然由来成分 99% 以上の処方のボディソープです。泡で出てくる
フォームタイプなので片手で簡単にプッシュでき、泡立ての必
要もないのでスムーズに赤ちゃんを洗ってあげられます。全身
使用可能で、泡切れもよくクリーミーな泡なのにサッと洗い流
せます。

779-541129

779-541136

【全成分】
水、酸化亜鉛、ラベンダー花水 *、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリ
ル、ジイソステアリン酸プロパンジオール、テトラデカン、プロパンジオー
ル、ステアリン酸ポリグリセリル -10、セテアリルアルコール、ステアリン酸
グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル -10、オリーブ油 *、カプリル酸グリ
セリル、グリセリン、シア脂 *、シリカ、ホホバエステル、キサンタンガム、グ
リチルリチン酸 2K、トコフェロール、オリーブ葉エキス、ダマスクバラエキ
ス *、ラベンダー油 *、BG、ヒアルロン酸 Na、キイチゴ果汁 *、カニナバラ果実
エキス *、タチジャコウソウ花／葉エキス *、ラベンダー花エキス *、キイチ
ゴエキス * （* 印はオーガニック栽培原料）

アロベビー UV クリーム
￥2,400+ 税 LOT:1

W58×D45×H120 ㎜ 60g 対象年齢 : 新生児～

100％オーガニック成分の UV クリーム。紫外線吸収剤不使用、天
然由来原料で開発された低刺激性オーガニック処方なので、敏
感な赤ちゃんの肌にも負担が少なく、安心して使用できます。汗
をかいた後や泳いだ後は、タオルでしっかりと拭き、2、3 時間お
きに塗りなおしてください。石鹸で洗浄が可能。敏感肌に悩む大
人の方の化粧下地としてのご使用もお勧めです。

779-541020

【全成分】
水、オレンジ果実水 *、ミリスチン酸ポリグリセリルー１０、セイヨウハッカ
油 *、ニオイテンジクアオイ油 *、レモングラス油 *、ローズマリー油 *、ヘプ
チルグルコシド、デヒドロ酢酸、ベンジルアルコール（* 印はオーガニック栽
培原料）

アロベビーアウトドアスプレー
￥1,750+ 税 LOT:1

W43×D45×H163 ㎜ 110ml 対象年齢 : 新生児～

虫の嫌がる天然の香りを配合した天然由来成分９９％以上のア
ウトドアスプレーです。多くのアウトドアスプレーに使われて
いる化合物ディート不使用。オーガニックのオレンジ果実水や
レモングラス油、ローズマリー油、セイヨウハッカ油などの厳選
した天然原料を使用したスプレーなので、敏感な赤ちゃんにも
全身に安心してご使用いただけます。清涼感のあるフレッシュ
な香りに包まれて、お出かけの時間をより楽しく、安心できる時
間に。

* 旧品名：バズオフスプレー
*7 月中旬頃よりアウトドアスプレー変更なります。

779-541075

アロベビーベビーソープ　詰め替え用
￥2,700 + 税 LOT:1

W115×D60×H225 ㎜ 400ml  対象年齢 : 新生児～

アロベビーベビーハンドキレイミスト
￥1,600+ 税 LOT:1

W40×D40×H142 ㎜ 80ml 対象年齢 : 新生児～

手に吹きかけてなじませるだけで、清潔でキレイな手指に導き
ます。大切なお子さまにこまめに使用するアイテムだからこそ、
赤ちゃんも安心の天然由来のやさしい成分だけで手指を清潔に
することにこだわりました。多くのハンドジェルやハンドミス
トに使用されているアルコールを一切使用していません。また、
ラベンダー花エキスやセージ葉エキスなど 5 種類のオーガニッ
ク保湿成分配合でテハダにうるおいを与えます。

【全成分】
水、セイヨウハッカ葉エキス＊セージ葉エキス＊、ニガヨモギエキス＊、ラ
ベンダー花エキス＊、ローズマリー葉エキス＊、ホウケイ酸（Ca/Na）、酸化銀、
ポリソルベート 20、ラウリン酸ポリグリセリル -10、BG、クエン酸 Na、クエン
酸、ヒノキチオール（＊印はオーガニック栽培原料）

アロベビーベビーバーム
￥1,950+ 税 LOT:1

W35×D35×H97 ㎜ 19g 対象年齢 : 新生児～

持ち運びしやすいスティックタイプなので外出先でも気軽に保
湿でき、嫌がったり動いてしまう赤ちゃんにもさっと塗れてマ
マの手も汚れません。また、これ 1 本で乾燥しやすいほっぺ、リッ
プや指先のような細かい部分も保湿できます。バッグやポーチ
に入れて、携帯しやすいサイズなので荷物の多いママにもおす
すめです。

【全成分】
スクワラン、コメヌカロウ、ミツロウ、トコフェロール、ラベンダー油、カニナ
バラ果実エキス

赤ちゃんの顔や全身にお使いいただけるベビーソープです。ベ
ビーソープのクリーミーな泡がお肌をしっかり洗浄します。使
用方法は、適量をタオルか手に取りそのまま赤ちゃんの体を泡
で包み、サッと洗い流してください。敏感肌に悩む大人の方の毎
日のオーガニックボディケアアイテムとしてのご使用もお勧め
です。

【全成分】
水、プロパンジオール、タンカン果実水 *、ラベンダー花水 *、ラウリルグルコ
シド、ラウリルベタイン、グリコシルトレハロース、ココイルグルタミン酸２
Ｎａ、加水分解水添デンプン、カプリル酸グリセリル、ココイルグルタミン酸
Ｎａ、ＰＣＡ、乳酸桿菌／ダイコン根発酵液、ウンデシレン酸グリセリル、ラ
ベンダー油 *、ダマスクバラ花油 *、安息香酸Ｎａ（* 印はオーガクニック栽
培原料）



お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

アロベビーLINE UP 商品一覧 ALOBABY

その他 販促物 ※詳しくは営業担当までお問い合わせください。

アロベビー
ミルクローション
サンプル

【全成分】
水、BG、酸化チタン、含水シリカ、ミリスチン酸ポリグリセリルー 10、レモン
グラス油、ローズマリー葉油

アロベビー UV＆アウトドアミスト
￥2,350+ 税 LOT:1

W38×D40×H142 ㎜ 80ml 対象年齢 : 新生児～

一本で簡単に紫外線 & アウトドア対策（虫よけ）が出来るスプ
レーです。忙しいお出かけ前や動き回る赤ちゃん・キッズにも
これ一本でストレスなく簡単ケアが出来ます。外出先でも持ち
運びしやすく、汗をかきやすい子供にサッと手軽につけ直しが
可能。日焼け止めや虫よけスプレー独特の嫌な匂いはなく、レモ
ングラスやローズマリー葉油などの天然のアロマを使用。優し
い香りなので赤ちゃんも嫌がりません。SPF15 PA++ でお肌もしっ
かり守ります。

【セット内容】
アロベビーミルクローション　×1 本
アロベビーベビーソープ　×1 本

ベビー バスタイムギフト
￥4,580+ 税 LOT:1

W207×D70×H212 ㎜ 対象年齢 : 新生児～

一番人気！バスタイムに大活躍のベビーバスタイムギフトで
す。楽天＆Amazon No1 を取得したアロベビー定番のミルクロー
ションとアロベビーベビーソープ 2 点セット。ベビーソープで
全身を優しく洗った後はミルクローションで敏感な赤ちゃんの
肌をうるうるモチモチに保湿します。シンプルで優しい色合い
の BOX に入れてお届けいたします。

▼

779-541105 779-452089

779-541068

【全成分】
ヒマワリ種子油 *、トリ ( カプリル酸 / カプリン酸 ) グリセリル、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 )、スクレロカリアビ
レア種子油、ホホバ種子油 *、トコフェロール、ダイズ油 (* 印はオーガニック
栽培原料 )

アロベビーアンジュ ベビーマッサージオイル
￥2,750+ 税 LOT:1

W39×D43×H140 ㎜ 80ml 対象年齢 : 新生児～

元 NICU 看護師、現役チャイルドボディセラピストの蛯原英理プ
ロデュースのベビーマッサージオイルは、赤ちゃんへのやさし
さに徹底的にこだわり、ママと赤ちゃんの心をつなぐ優しい触
れ合いを提案した商品です。100％国産オーガニック処方で、生ま
れたばかりの赤ちゃんにも安心して使用可能。「神の木」マルー
ラの実の天然由来オイルは、肌の健康を保ち、保湿を助けます。
濃厚オイル処方なのに伸びが良くさらっとした使い心地で、1 年
を通して毎日使用しやすいのもこだわりの 1 つです。

アロベビーアンジュ

アンジュ　ベビーマッサジオイルは、赤ちゃんへの優しさに徹底的にこだわり、

幾度の試作を繰り返し完成した国産オーガニックのベビーオイルです。

【３つのポイント】

●ベビーマッサージに最適

こだわったものはママも赤ちゃんも気持よい「使い心地」。アンジュ　ベビーマッサージオイルは、濃密オイル処方なのに肌になじみやすくさらっとし

た使い心地。敏感な赤ちゃんのベビーマッサージに最適な国産オーガニックベビーオイルです。

●神の木マルーラの天然オイル配合

「神の木」と呼ばれるマルーラから抽出した天然オイルは、赤ちゃんのお肌を健康に保ち、保湿を助けるとしてアフリカでは昔からベビーオイルとして

利用されてきました。アンジュ　ベビーマッサージオイルはこの希少なオイルを贅沢に使用しています。デリケートな赤ちゃんのお肌を包み、滑らかで

もちもちのお肌に育てます。

●赤ちゃんに優しい無香タイプ

アンジュ　ベビーマッサージオイルは、赤ちゃんのことを一番に考えた無香タイプの安心安全な国産オーガニックのベビーオイルで、赤ちゃんへの刺激

をより少なくベビーマッサージを施すことが出来ます。


