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鹿児島の「ボタニカル（植物）」を地産原料としたスキンケア、ヘアケア、さらに環境配慮型食器洗い洗剤までを網羅した

「BOTANICANON™( ボタニカノン）」シリーズは、2 つの言葉「BOTANICAL」と「CANON( 輪唱）」を組み合わせて名づけられました。鹿児島

のボタニカルが奏でる豊かなハーモニー、そして、自然由来成分のみずみずしい香りをどうぞお楽しみください。 
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「BOTANICANON™」を製造・販売している

ボタニカルファクトリーは、亜熱帯気

候の植物が群生する北限にあたる南大

隅町で、耕作放棄地対策の一環として、

ホーリーバジル、月桃などを契約栽培

し、過疎化・高齢化が進む地域での一

役を担いながら、廃校となった小学校

　

お問い合わせ

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

BOTANICANON 

全国初の小学校跡地を活用(旧登尾小学校)

ボタニカノン

●大隅半島の地産原料使用

●原料は農薬不使用、自然栽培

●2016 年かごしま新特産品

コンクール奨励賞 受賞

を活用した自社工場にて地産原料のエキスの抽出・蒸留、化粧品製造を

行っています。ボタニカルファクトリーを直訳すると「植物の工場」植物が

人のお肌のために新たに生まれ変わる場所。限りある資源を持続可能な形

で採取し、モノづくりの在り方から真剣に考えた結果、かつての学び舎が

化粧品工場として生まれ変わりました。

月桃は熱帯から亜熱帯気候の地域に派生し、日本では沖縄と九州南部でし

か自生していません。月桃の葉から抽出される油は甘く良い香りを放つた

めアロマオイルや香料の原料として重宝されています。南大隅町では自然

の一部として自生し、契約農家が栽培する良質な月桃を使用しています。

【南大隅町産・自生月桃】

イネ科の植物で、インド南部や東南アジアに多く生息する植物。レモンと

同じ香味成分であるシトラールを含んでいるため、レモンに似た風味・香

りがします。インドでは伝染病や発熱時の薬草として用いられることも。

精油は世界中で香水などにも用いられており、利用価値の高い植物です。

【契約農家栽培・無農薬レモングラス】

日本での正式名称はカミメボウキ。シソ科で葉は強い香りを放つことで知

られている植物です。近年の研究ではコレストロールをかなり減少した

り、糖尿病に関する治療薬としても効果的であることが発表されました。

【契約農家栽培・ホーリーバジル】

全国のいたるところに自生していますが、南大隅町の大自然に自生してい

るヨモギだけを使用しています。それは、アスファルトに自生しているヨ

モギは、路上の汚染された大気で育っておりコスメには不向きだから。キ

ク科の植物で、薬草として用いたり、食用として用いることで有名です。

【南大隅町産・天然ヨモギ】

毒を抑えるという効果から来ている名前が由来の植物。動脈硬化の予防作

用や、すり潰したものは湿疹やかぶれなどに効果的で、日本や中国でも食

用にできるほど多様性も。臭気成分があり、抗菌作用もある万能薬。

【南大隅町産・ドクダミ】

ツバキから採集される椿油は食用や化粧品に用いられることで有名です。

日本が産地のツバキオイルは世界三大オイルのひとつに含まれていて、オ

イルの神様と呼ばれています。保湿力や抗酸化力に優れているだけでな

く、肌のトラブルを解決してくれる自然の恵みです。

【黒神地区・桜島産つばき油】

原料は近隣に豊富に自生する亜熱帯気候の植

物や、近隣の契約農家から仕入れた農薬不使

用の植物。大隅半島は原料の地産地消が可能

な豊かな自然が数多く残っている希少な地域

です。自生する植物（どくだみ、スイカズラ、ヨ

モギ、ケセン　

大隅半島に自生する植物を使用

　　  　　　など）や無農薬栽培（月桃、レモングラス、ホーリーバジル）な

どの素材をフレッシュな状態で丁寧に加工し、アロマオイルや蒸留水、エ

キスを自社工場で抽出しています。 商品は天然成分 100％で、合成界面活

性剤、防腐剤、合成着色料、香料、アルコール全てがフリーで安心安全です。

主な地産原料

地産原料をギュッと凝縮

お肌が喜ぶ植物のカノン
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お問い合わせ

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

BOTANICANON
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ボタニカノンSkin Lotion スキンローション

天然成分 100％。アルコール、防腐剤、合成界面活性剤、着色料、香料含めケミカル類は一切フリーのやさしい無添加化粧水。

793-280018* 793-280025*

お肌にハリとツヤを与える佐多岬産月桃蒸留水の

原液 100％使用。みずみずしくもしっかり潤いワ

ントーン明るい肌に。普通肌、乾燥肌にお勧め。

スキンローション月桃タイプ

150ml ミストスプレー

￥1,400+ 税 LOT:1 φ45×H157 ㎜ 150ml

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

お肌にハリとツヤを与える佐多岬産月桃蒸留水の

原液 100％使用。みずみずしくもしっかり潤いワ

ントーン明るい肌に。普通肌、乾燥肌にお勧め。

スキンローション月桃タイプ

150ml 詰替え

￥1,200+ 税 LOT:1 W97×D45×H157 ㎜ 150ml

793-280032*

肌荒れを防ぎお肌にしっかり潤いを与えるクスノ

キ科芳樟蒸留水の原液 100％使用。シトラスウッ

ディーな香りでトラブルスキン肌、乾燥肌に。

スキンローション芳樟タイプ

150ml ミストスプレー

￥1,400+ 税 LOT:1 φ45×H157 ㎜ 150ml

793-280049*

肌荒れを防ぎお肌にしっかり潤いを与えるクスノ

キ科芳樟蒸留水の原液 100％使用。シトラスウッ

ディーな香りでトラブルスキン肌、乾燥肌に。

スキンローション芳樟タイプ

150ml 詰替え

￥1,200+ 税 LOT:1 W97×D45×H157 ㎜ 150ml

793-280056* 793-280063*

地場産 4 種の無農薬ハーブエキス、5 種の植物オ

イルで作った美容成分配合の乳液なので化粧水と

この 1 本でスキンケアを完結。

ハーバルエッセンスミルク

140ml ワンタッチキャップ

￥1,400+ 税 LOT:1 φ45×H140 ㎜ 140ml

地場産 4 種の無農薬ハーブエキス、5 種の植物オ

イルで作った美容成分配合の乳液なので化粧水と

この 1 本でスキンケアを完結。

ハーバルエッセンスミルク

140ml 詰替え

￥1,200+ 税 LOT:1 W97×D45×H157 ㎜ 140ml

Essence Milk エッセンスミルク
お肌の水分・油分のバランスを整え柔らかな肌が蘇る。ノンケミカル天然原料 100%、アルコールフリーの厳選ボタニカルミルク。

ハンド、フェイシャル ( 保湿用 ) などに使えるマルチタスクなクリーム & バーム。

793-121786* 793-121809*

月桃葉の蒸留水がベースのうるおい豊かな乳液。

お肌にハリとうるおいを与え、水分と油分のバラ

ンスを整え肌荒れを防ぎお肌を柔らかくします。

月桃エッセンスミルク

140ml ワンタッチキャップ

￥1,500+ 税 LOT:1 φ45×H140 ㎜ 140ml

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

月桃葉の蒸留水がベースのうるおい豊かな乳液。

お肌にハリとうるおいを与え、水分と油分のバラ

ンスを整え肌荒れを防ぎお肌を柔らかくします。

月桃エッセンスミルク

140ml 詰替え

￥1,300+ 税 LOT:1 W97×D45×H157 ㎜ 140ml

793-280209*

南大隅町産、国内初のパッションフルーツ蒸留水

100% 使用。気が遠くなるような、甘い天然の香りで

す。抗酸化作用も強く、夏の強い日差しから素肌を

やさしく守ります。

スキンローションピュアパッションフルーツ

150ml ミストスプレー

￥2,300+ 税 LOT:1 φ45×H157 ㎜ 150ml

Cream&Balm クリーム＆バーム ※こちらの商品は取扱い条件が異なります。

793-280179*

芳樟蒸留水 100％使用。サラッとしたつけ心地で

しっかり潤います。合成界面活性剤、アルコールフ

リー。ボタニカルエキスがたっぷり配合され、肌の

コンディションを整え自然な回復力を高めます。

全身に使用可能。シトラスウッディーな香りです。

ハーバルモイストハンドクリーム

￥1,000+ 税 LOT:1 φ33×H130 ㎜ 45g

793-121793*

ホーリーバジルをホホバ油に漬け込んだイン

フューズドオイルと、ホーリーバジルエキスが

２０ % 配合された特殊製法のミツロウクリーム

です。

ホーリーバジル インフューズドバーム

￥2,500+ 税 LOT:1 
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お問い合わせ

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

ボタニカノン

Shampoo シトラスアロマシャンプー

地産原料とアロマブレンドにこだわったアロマリッチな石鹸シャンプー。サンダルウッドベースの香り。

793-072613* 793-072644*

独自抽出の地場産辺塚ダイダイと佐多岬産月桃の

蒸留水を贅沢に使用。オリーブ、ココナッツ、サン

フラワーオイルの植物油に桜島産椿オイルを配合

した石鹸タイプのシャンプーベースを作りまし

た。シャンプー後、クエン酸ベースのリンスで髪の

ph バランスを整える事がポイントです。

シトラスアロマシャンプー

500ml ポンプフォーム

￥1,600+ 税 LOT:1 φ78×H198 ㎜ 450ml

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

シトラスアロマシャンプー

500ml 詰替え

￥1,400+ 税 LOT:1 W140×D60×H218 ㎜ 450ml

独自抽出の地場産辺塚ダイダイと佐多岬産月桃の

蒸留水を贅沢に使用。オリーブ、ココナッツ、サン

フラワーオイルの植物油に桜島産椿オイルを配合

した石鹸タイプのシャンプーベースを作りまし

た。シャンプー後、クエン酸ベースのリンスで髪の

ph バランスを整える事がポイントです。

Rinse オリエンタルアロマリンス

ジャスミンブレンドの甘い香りの、石鹸シャンプー用【最強】リンス。桜島産ツバキオイルが仕上げの髪に適度な潤いを与えます。

793-072620* 793-072651*

石鹸シャンプーで洗った髪のｐｈバランスを整え

しなやかな髪に仕上げます。鹿児島の壺づくり「黒

酢」と「桜島産ツバキ油」を配合し、オリジナルアロ

マブレンドの深いリッチな香りに包まれた自然派

のリンスです。アミノ酸やオレイン酸が毛髪に栄

養分を与え、美しくしなやかな髪に仕上げます。

オリエンタルアロマリンス

500ml ポンプフォーム

￥1,600+ 税 LOT:1 φ72×H196 ㎜ 450ml

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

オリエンタルアロマリンス

500ml 詰替え

￥1,400+ 税 LOT:1 W140×D60×H218 ㎜ 450ml

石鹸シャンプーで洗った髪のｐｈバランスを整え

しなやかな髪に仕上げます。鹿児島の壺づくり「黒

酢」と「桜島産ツバキ油」を配合し、オリジナルアロ

マブレンドの深いリッチな香りに包まれた自然派

のリンスです。アミノ酸やオレイン酸が毛髪に栄

養分を与え、美しくしなやかな髪に仕上げます。

Dish Soap タンカンマンダリンディッシュソープ (食器洗い液体石鹸）

桜島産ツバキ油＆エキストラバージンココナッツオイルの食器洗い洗剤。海をきれいに。手肌にやさしく。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当まで。

793-121816*

タンカンマンダリンディッシュソープ

500ml 詰替え

￥600+ 税 LOT:1 W140×D60×H218 ㎜ 500ml

高い洗浄力で手肌をやさしくケアするツバキ油配

合。ココナッツオイルとツバキ油から作られた食

器洗い液体石鹸。地産の希少なタンカン精油配合。

食器、調理用器具だけでなく、野菜、果物洗いにも

ご使用いただけます。高い生分解性により排水は

すみやかに地球に戻り、環境にも優しい洗剤です。

※詰め替え用のみ

Body Soap ボディーソープ

桜島産ツバキオイル配合で合成界面活性剤、防腐剤不使用のリキッドボディソープ。

793-072637* 793-072668*

佐多岬近辺で無農薬栽培されたレモングラスと

ホーリーバジルのアロマオイルを独自で抽出。手

の平で優しく洗って体全体を泡トリートメントで

きます。レモングラス & シトラスの豊かな香り。

シトラスハーブボディーソープ

500ml ポンプフォーム

￥1,400+ 税 LOT:1 φ78×H198 ㎜ 500ml

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

シトラスハーブボディーソープ

500ml 詰替え

￥1200+ 税 LOT:1 W140×D60×H218 ㎜ 500ml

佐多岬近辺で無農薬栽培されたレモングラスと

ホーリーバジルのアロマオイルを独自で抽出。手

の平で優しく洗って体全体を泡トリートメントで

きます。レモングラス & シトラスの豊かな香り。

BOTANICANON 専用ギフトボックスがござい

ます。ご希望の場合、各営業担当までお問い

合わせください。

※予告なくパッケージの変更などがある場合

がございます。あらかじめご了承ください。

専用ギフト BOXについて

鹿児島本島最南端の大隈半島にある、閉校した小学校の一部を製造工場としてリノベー

ションし、ハーブウォーター（蒸留水）やアロマオイル、植物エキスの抽出など、原料づく

りから製品までを一貫生産しております。お肌にも、環境にもやさしい「ナチュラルコス

メの本質を追求する」商品づくりをモットーにしております。

株式会社ボタニカルファクトリー
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お問い合わせ

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

BOTANICANON
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ボタニカノンDelight Skincare ディライトシリーズ

「ナチュラルで健康なお肌の維持」を目指すの方ための、高機能自然派スキンケアライン。

793-302215* 793-302239*

高濃度シロキクラゲ多糖体と自社独自抽出の月桃

エキスを高配合し、高い保湿力ながらもサラリと

しか感触の化粧水です。過敏なお肌をやさしく包

み込みます。

ディライトモイスト月桃化粧水

￥3,800+ 税 LOT:1 150ml

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

加齢に向き合い「輝くお肌」「透明感のあるお肌」に

導く一滴。地産エキス 60%、その他は「シロキクラ

ゲ多糖体」の天然由来成分 100% からつくられたお

肌にとってこの上なく贅沢な極潤美容液です。

ディライトエッセンス

￥5,500+ 税 LOT:1 30ml

793-302222*

ホーリーバジル「カミメボウキ」( 神目箒 ) といわ

れるハーブエキスを、高濃度に取り入れた天然由

来成分 100% のリンクルクリームです。

ディライトリンクルボタニカルクリーム

￥5,200+ 税 LOT:1  15ｇ

793-302208*

お肌をいたわりながらメイクを落とす、天然由来

成分 100%、洗浄剤・合成界面活性剤フリーのクレ

ンジング。

ディライトクレンジングエマルジョン

￥4,200+ 税 LOT:1 150ml

Co ld Process Soap コールドプロセスソープ
オリーブ、ココナッツ、パームオイルの植物油に桜島産ツバキオイルを加えたコールドプロセス製法の石鹸。

793-280155*

爽やかな柑橘系のアロマブレンド。普通肌、敏感肌

にオススメです。

シトラスハーブモイストソープ

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g

793-280162*

ウッディーベースの芳樟とサンダルウッドを贅沢

にブレンドした優雅な香りのフェイシャルケア。

ボディ用としてもお勧めです。

ウッディフローラルソープ

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

793-121823*

ホホバオイル、オリーブスクワラン、ツバキ EX

バージン油に加え、セサミオイル、アルガンオイル

を新配合したオリジナルブレンドの美容オイル。

使いやすいスポイトタイプ。

ディライトフェイスオイル EX

￥3,000+ 税 LOT:1  30ml

793-121717*

佐多岬産自家製の月桃エキスを仕込み水として使

用。普通肌、乾燥肌、敏感肌にオススメです。

ナチュラルソープ 月桃

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g

793-217318*

鹿児島県産芳樟の芳香蒸留水を仕込み水として使

用。トラブル肌、脂性肌にオススメです。

ナチュラルソープ 芳樟

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g

793-121724*

佐多岬産自家製ホーリーバジル濃縮エキスを仕込

み水として使用。敏感肌、トラブル肌、普通肌にオ

ススメです。

ナチュラルソープ ホーリーバジル

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g

793-121748*

佐多岬産レモングラスの葉を配合。

天然ハーブがソフトスクラブの役割としてスッキ

リ洗顔。脂性肌、混合肌、普通肌にオススメです。

ナチュラルソープ レモングラス

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g

793-121755*

大隈半島産「モチ蜜」と呼ばれるハチミツを使用。

無香料。敏感肌、乾燥肌にオススメです。

ナチュラルソープ モイストハニー

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g

793-121762*

南大隈町産タンカン果皮油とジャスミンサンバッ

クのゴージャスな香りをそのままに。普通肌、脂性

肌に最適です。

ナチュラルソープ シトラスフレグランス

￥500+ 税 LOT:1 W80×D20×H75 ㎜ 45g


