Badger

バ ジャー
バジャーは、アメリカ発のオーガニックコスメです。自然豊かなニューハンプシャー州に住む大工である創始者が、野外の厳しい気

BADGER

候や作業による手荒れ対策用に作ったバームがきっかけで誕生しました。オーガニックのエクストラバージンオイルをメインに、
植物エキスや天然ハーブ、上質のエッセンシャルオイルをブレンド。使用しているエッセンシャルオイルの 95％～ 100％がオーガ
ニック認定成分で、合成保存料・化学香料も使用していないのでどなたでも安心してお使いいただけます。

アメリカ発
「 人 」に「 自 然 」に 優 し い
オーガニックコスメ

●

USDA オーガニック認定

●

ケミカルフリー

●

天然成分のみ配合

●

非動物実験
※全アイテム開封後は日光の当たる場所での保管は避けてください。

オ ーガニックコスメとしてのこだわり

環境への徹底的な配慮

「植物は体を癒すが、ケミカルは混乱させる」という考えにより、「バ

「バジャー社」は環境保全にも力を

ジャー社」のすべての製品は化学薬品を一切使わず天然 100％。さらに

入れており、できる限りプラスチッ

「バジャー」の製品が抜群のスキンケア効果を発揮する理由は、ほとんど

ク用品は使わないという方針のも

がオーガニックの原料を用いて製造されているため。贅沢なオーガニッ

と、バーム容器はステンレス製で

ク・エクストラバージンオイルをベースに、オーガニックの植物エキス

す。またディスプレイ BOX も 100％

やハーブ、エッセンシャルオイルをブレンドしています。

再生新聞紙を使用しています。かつ
て、サンプルセットを配布したこと
もありましたが、プラスチック容器

愛 らしいシンボルマーク・バジャー

を大量に使わざるを得ないことに対し、「バジャーの目指すものではな
い」と社内で問題となり、好評だったにもかかわらず廃止。そんなエピ

バジャー社のシンボルマークは愛らし

ソードからも、見せかけではなく、心から自然を愛する社風がうかがえ

いアナグマ（バジャー）。地下で暮らす

ます。

アナグマは、植物の知恵を持つ動物で
す。また、家族を守り、困難に立ち向か

また、バジャー社は、開発・製造にあたって、

い、どんなこともこつこつと頑張り抜

動物実験は行わないという「leaping Bunny

く 頼 も し い 面 も あ り ま す。可 愛 い パ ッ

( 跳ねうさぎ )」に認証されています。自然と

ケージはそれぞれ、
「木の下で本を読ん

つながり自然を愛する心が、「バジャー社」

でいるバジャー」、「魔法をかけている

の 製 品 の ひ と つ ひ と つ に、使 う 人 を ハ ッ

バジャー」など、使い途を童話のような絵で暗示しています。

ピーにしてしまう力を与えています。
▲leaping Bunny 認証マーク
お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596
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ヨガ＆メディテーション
ヨガや瞑想時、心を開放したいときに。

保湿作用の高いシアバターが配合され、爪まわりなどの乾

燥を防ぎます。優しくマッサージするようになじませると
効果的です。
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肌に透明感をもたらす深みのある
落ち着いたローズカラー。
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リフレッシュできる甘いオレンジの香り。
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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

1

[ 無香料 ] ( 右 )

ピンクグレープフルーツ
もぎたての果実のようにジューシーな
グレープフルーツの香り。

Balm

〈USDA 認定〉オーガニックバーム

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

バジャー

￥1,300+ 税 LOT:3 W48×D48×H18 ㎜ 21g

オーガニック認定されたエキストラバージンオイルに厳選された天然成分を配合した、肌に優しいバームです。
ナチュラルな天然成分のみを配合し、肌にやさしく、手足、顔、体のあらゆるパーツに使用できます。
416-BB-BM-2

416-BB-BM-1

バジャー

リラックスバーム

バジャー

リラックス作用のあるエッセンシャルオイルがブレン
ドされたドリーミーなナイトバームは、緊張やストレ
スを緩和してくれるような穏やかな香り。お風呂上り
の保湿やマッサージにもおすすめです。ゆったりした
安眠を誘います。

リラックスしたいときに

【全成分】オリーブ油、ヒマシ油、ミツロウ、ベルガモット果実
油、ラベンダー油、ローズマリー葉エキス、ショウガ根油、バル
サムモミ葉油、ショウガ根エキス（全てオーガニック認定）

赤ちゃんや敏感肌に

キューティクルバーム

バジャー

保湿作用の高いシアバターが配合され、爪まわりの乾
燥やささくれを防ぎ、しなやかな手と指に導きます。適
量を手に取り、爪と爪周りにやさしくマッサージする
ようになじませると効果的です。

爪や爪周りの保湿に

【全成分】シア脂、オリーブ油、ヒマシ油、ミツロウ、ショウズク種子油、ショウガ根
エキス、レモングラス葉油、アオモジ果実油、マンダリンオレンジ果皮油、ニオイテ
ンジクアオイ油、ローズマリー油、ヒポファエラムノイデス果実エキス（全てオーガニック認定）

ゆっくり眠りたいときに

フットバーム

ティーツリーやミント、ローズマリー等、抗菌・保湿・
筋肉痛・疲労を緩和させる働きのあるエッセンシャル
オイルがバランスよく配合。スポーツの後や硬くなっ
たかかとやひざなど、かさつく部分のケアにもおすす
めです。
スポーツの後に

【全成分】オリーブ油、ヒマシ油、ミツロウ、ホホバ種子油、ローズマ
リー油、セイヨウハッカ油、ショウズク種子油、ティーツリー葉油、
ユーカリ葉油、バルサムモミ葉油（全てオーガニック認定）

416-BB-BM-15

416-BB-BM-16

バジャー

【全成分】オリーブ油、ヒマシ油、ミツロウ、ローマカミツレ花
油、トウキンセンカ花エキス（全てオーガニック認定）

416-BB-BM-4

416-BB-BM-3

バジャー

デリケートバーム

ほのかなカモミールとカレンデュラのやさしい香りの
バームは赤ちゃんのお肌のケアにはもちろんセンシ
ティブタイプのケアにもおすすめ。デリケートな肌を
優しく保護し穏やかに整えます。

バジャー アロマティックチェストラブバーム

ナイトナイトバーム

やさしく眠りの世界へ誘う心地よいラベンダーやカモ
ミールの香り。明るくすっきりした気持ちにさせてくれ
るマンダリンやスペアミントの香りでお休み前にゆっ
たりとした気分に。乾燥の気になる季節にもおすすめ。

ユーカリ・ローズマリー・ラベンサラ・ティーツリー
をブレンドした香りは昔から軽い咳・鼻づまりなどの
不快な気持ちをリラックスさせてくれます。チェスト
ラブとして胸部にぬったり、芳香浴にもおすすめです。

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ラ
ベンダー油、ビャクダン油、マンダリンオレンジ油、スペアミント
油、ローマカミツレ花油（ビャクダン油以外オーガニック認定）

【全成分】オリーブ油、ヒマシ油、ミツロウ、ユーカリ葉油、ティーツリー葉油、ク
スノキ葉油、セイヨウハッカ油、ラベンダー油、オオベニミカン果皮油、チムスマ
スチチナ油、ショウガ根エキス、ローズマリーエキス（全てオーガニック認定）

風邪の鼻づまりに

416-BB-BM-6

バジャー

プロテクトバーム

虫が嫌うシトロネラやレモングラスのエッセン
シャルオイル配合。さわやかな清涼感のある香りで
キャンプや登山、ガーデニングなどアウトドアにお
すすめです。

ア ウ トドア・外出時に

Protect

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、コウスイガヤ油、
アトラスシーダー樹皮油、レモングラス葉油、ニオイテンジ
クアオイ油、ローズマリー油（全てオーガニック認定）

プロテクトシリーズ (■の商品すべて )

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

バジャー人気商品プロテクトバームをベースにした、シトロネラ配合の虫よけにオススメなシリーズです。

416-BB-SAP-01

バジャー プロテクト シェイク & スプレー
￥2,300+ 税 LOT:6
W34×D34×H185 ㎜ 118.3ml
便利なスプレータイプが登場。ダイズ油
やヒマシ油をベースに、虫が嫌うとされ
る香りを持つエッセンシャルオイルを
配合し、お肌を乾燥から保護して健やか
に保ちながら、虫をガードします。アウ
トドアやガーデニングにも。
【全成分】：水、ダイズ油、ヒマシ油、コウスイガヤ油、アト
ラスシーダー樹皮油、レモングラス油、ローズマリー油、セ
イヨウハッカ油、ニオイテンジクアオイ油、ローズマリー
エキス、ヒメコウジ葉油（水以外全てオーガニック認定）

416-BB-BM-7

416-BB-SMR-08

バジャー プロテクトバーム
スティックタイプ

バジャー サンスクリーン
モイスチャライザー SPF34 プロテクト

￥2,300+ 税 LOT:6
W39×D39×H72 ㎜ 42g

￥3,600+ 税 LOT:6
W40×D40×H135mm 87ml

虫が嫌うシトロネラやレモングラスのエッセ
ンシャルオイル配合。さわやかな清涼感のあ
る香りでキャンプや登山、ガーデニングなど
アウトドアにおすすめです。天然保湿成分配
合で野外でもお肌をしっかり保湿し乾燥から
ガードします。使いやすいスティックタイプ。

天然ミネラルの酸化亜鉛配合。紫外線から
肌を守ります。敏感肌の方やお子様にもお
使い頂けます。オーガニック保湿成分が豊
富に配合され保湿力を発揮。日焼け時にお
こりがちな乾燥のダメージからも肌を優
しく守ります。

【全成分】：オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、コウスイガヤ
油、アトラスシーダー樹皮油、レモングラス葉油、ニオイテ
ンジクアオイ油、ローズマリー油（全てオーガニック認定）

【全成分】：オリーブ油、酸化亜鉛、ミツロウ、ヒマシ油、コ
ウスイガヤ油、アトラスシーダー樹皮油、レモングラス油、
ローズマリー油、ニオイテンジクアオイ油 （酸化亜鉛以
外全てオーガニック認定）

お問い合わせ

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

Mind balm

バジャー

マインドバーム

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

バジャー

￥1,800+ 税 LOT:6 W20×D20×H95 ㎜ 17g

ナチュラルな天然植物成分のみを配合し、顔から手足まで全身に使用できる携帯アロマバーム。
416-BB-MBS-1

心を開放したいときに

416-BB-BM-11

バジャー マインドバームステクック
ヨガ＆メディテーション

バジャー マインドバームスティック
チアフルマインド

ヨガなど心を開放したいときにおすすめの、心落ち着く森
林浴の香り。シダーウッド、メイチャン、サンダルウッド、
ジンジャー、フランキンセンス、ミルラのブレンド。

気分を高揚させ幸福感をもたらしてくれるようなシトラス
系の香り。スィートオレンジ、レモン、ローズマリー、スペア
ミント、ネロリ、イランイラン、シナモンのブレンド。

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、トウキンセンカ花エキス、アトラスシーダー樹皮油、
ニュウコウエキス、ショウガ根エキス、アオモジ果実油、マンダリンオレンジ油、ミルラ
エキス、カニナバラ果実エキス、ビャクダン油、ベチベル根エキス、トコフェロール（ニュ
ウコウエキス、ビャクダン油、ミルラエキス、トコフェロール以外オーガニック認定）

ハッピーになりたいときに

416-BB-BM-13

416-BB-BM-12

集中力を高めたいときに

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、スイートオレンジ油、トウキンセンカ花エキス、カシ
ア葉油、レモン果皮油、カニナバラ果実エキス、ローズマリー油、スペアミント油、イラ
ンイラン花油、トコフェロール（トコフェロール以外オーガニック認定）

バジャー マインドバームスティック
クリアーマインド

バジャー マインドバームスティック
カーミング

心を鎮め神経を集中したいときや、リフレッシュしたいと
きにおすすめの爽やかな香り。レモン、ローズマリー、グ
レープフルーツ、カルダモンのブレンド。

緊張やストレスを手放し、リラックスしたいときにおす
すめのやさしい香り。タンジェリン、ラベンダー、ローズ
マリー、シダーウッド、スペアミントのブレンド。

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ローズマリー油、トウキンセンカ花エキス、ショウズ
ク種子油、ショウガ根エキス、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、カニナバラ果
実エキス、トコフェロール（全てオーガニック認定）

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、オオベニミカン果皮油、トウキンセンカ花エキス、ア
トラスシーダー樹皮油、ローマカミツレ花油、ラベンダー油、ダマスクバラ花油、カニ
ナバラ果実エキス、ローズマリー油、スペアミント油、トコフェロール（トコフェロー
ル以外オーガニック認定）

リラックスしたいときに

416-BB-BM-14

バジャー マインドバームスティック
レスト
煮詰まってしまったときや、頭をすっきりさせたい時に
おすすめの軽快な香り。ラベンダー、ペパーミント、ユー
カリ、マンダリン、サンダルウッドのブレンド。

ほっと一休みしたいときに

Massage oil

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、セイヨウハッカ油、トウキンセンカ花エ
キス、ユーカリ葉油、ラベンダー油、マンダリンオレンジ果皮油、カニナバ
ラ果実エキス、ビャクダン油、ヒマシ油、メントール、トコフェロール
（ビャクダン油、トコフェロール以外オーガニック認定）

バジャー

マッサージオイル

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

￥3,200+ 税 LOT:6 W45×D45×H150 ㎜ 118ml

緊張やこわばりをほぐし、若々しく血行の良いしなやかなボディへと導くマッサージオイル。
416-BB-MO-01

リラックス
したいときに

416-BB-MO-02

バジャー マッサージオイル ラベンダー

バジャー マッサージオイル スウィートオレンジ

香り豊かなラベンダーオイルにベルガモット、バルサム
モミの香りをブレンド。心と体を開放し深いリラックス
に導きます。入浴後や寝る前のマッサージなどリラック
スしたい時におすすめです。

爽やかなスウィートオレンジオイルにスペアミントやレ
モンをブレンド。晴れやかな気分へと導き、心と体に活力
を与えます。気分を開放して元気になりたい時や、バスオ
イルとして朝のバスタイムにもおすすめです。

【全成分】：オリーブ油、ホホバ種子油、ラベンダー油、ベルガモット果実油、ショウガ根油、
ローズマリー油、バルサムモミ葉油、カニナバラ果実エキス、ヒポファエラムノイデス果実
エキス、ショウガ根エキス、トウキンセンカ花エキス（全てオーガニック認定）

Massage&Body
oil
Body oil

バジャーマッサージ＆ボディオイル

元気になり
たいときに

【全成分】オリーブ油、ホホバ種子油、スイートオレンジ油、レモン果実油、スペアミント油、ロー
ズマリー油、カシア葉油、ビターオレンジ油、イランイラン花油、カニナバラ果実エキス、ヒポ
ファエラムノイデス果実エキス、トウキンセンカ花エキス（全てオーガニック認定）

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

￥3,000+ 税 LOT:6 W45×D45×H150 ㎜ 118ml

赤ちゃんから敏感肌の大人まで使える肌に優しいオイル。
416-BB-MBO-3

バジャー マッサージ & ボディオイル デリケート

デリケートな
お肌の方へ

オーガニックエキストラバージンオリーブオイルやハー
ブエキスなど厳選された成分を贅沢に使用し、カモミー
ルやカレンデュラを配合した、肌に優しいボディオイ
ル。
【全成分】
：オリーブ油、ホホバ種子油、トウキンセンカ花エキス、
ローマカミツレ花油（全てオーガニック認定）

バジャーマッサージ＆ボディオイルの特徴
●アメリカの USDA オーガニック認定を取得
アメリカの厳しい審査基準である USDA（米国農務省）オーガニック認定の成分を 95 ～ 100％使用しており、合成保存料や合成香料、添加物を使用していません。
「オリーブ油」
「ホホバ種子油」
「トウ
キンセンカエキス」
「ローマカミツレ花油」配合のシンプル処方になっています。肌荒れを改善する効果のある「カレンデュラ」
「カモミール」も配合しているため、お肌にも優しくておすすめです。

●高保湿なのにベタつかない
保湿力に優れ、お肌に馴染ませれば潤いとハリを与えてくれるので、ぷるぷるの柔らかいお肌をキープできます。ボディだけでなくヘアオイルとしてもオススメなので、赤ちゃんの頭から足先ま
で全身を保湿するボディオイルとして重宝します。実際の愛用者からは、オイルなのにベタつかず、お風呂上がりの濡れたお肌に使えるのがおすすめです。

お問い合わせ

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

LipTint&Shimmer

リップティント＆シマー

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

バジャー

￥1,500+ 税 LOT:6 W15×D15×H88 ㎜ 4.8g

唇を優しくケアしながらほんのり発色。ミネラルカラーとオパールシマーカラーのＷサイドリップスティック。
416-BB-LT-01

バジャー リップティント＆シマー レッドジャスパー

416-BB-LT-02
綺麗な
赤色

【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、(+/-）シリカ、酸化チタン、酸化鉄、マ
イカ、アロエベラ葉エキス、ローズマリーエキス、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カ
ニナバラ果実エキス（(+/-）シリカ、酸化鉄、酸化チタン、マイカ以外オーガニック認定）

エベラ葉エキス、ローズマリーエキス、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナバラ果
実エキス（酸化鉄、酸化チタン、マイカ以外オーガニック認定）

416-BB-LT-03

バジャー リップティント＆シマー コッパー
【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、
（+/-）酸化チタン、酸化鉄、マイカ、
アロエベラ葉エキス、ローズマリーエキス、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナ
バラ果実エキス（酸化鉄、酸化チタン、マイカ以外オーガニック認定）

416-BB-LT-04
ナチュラル
オレンジ系
ベージュ

Lip Balm
バジャー

ミント
の香り

ジンジャー
＆レモン
の香り

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナバラ果
実エキス、ショウガ根油、レモングラス葉油、スイートオレンジ油、ショウズク種子油、レモン果皮油、ローズマ
リー葉エキス（全てオーガニック認定）

416-BB-CL-6

ピンクグレープフルーツ
もぎたての果実のようにジューシーなグレープフルーツの香り。

濃厚クリーミーなオーガニックバームをたっぷりぬれる
ラージタイプのリップバーム。

ラベンダー & オレンジ

ラベンダー
＆オレンジ
の香り

リラックス作用のあるラベンダーにオレンジをブレンドした香り。

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナバラ
果実エキス、ラベンダー油、スイートオレンジ油、ローズマリー葉エキス（全てオーガニック認定）

バジャー クラシックリップバームスティック
バニラマダガスカル

バニラ
の香り

うっとりするほど甘く美味しそうなバニラの香り。
【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナバラ
果実エキス、バニラ果実エキス、ローズマリー葉エキス（全てオーガニック認定）

ココア
の香り

甘く濃厚なココアの香り。
【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイ
デス果実エキス、カニナバラ果実エキス、ローズマリー葉エキス（全てオーガニック認定）

416-BB-CBL-3

416-BB-CBL-2
ミント
の香り

すっきり爽快感のあるミントの香り。

バジャー ラージリップバームスティック

スウィートオレンジ

オレンジ
の香り

リフレッシュできる甘いオレンジの香り。

【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カ
ニナバラ果実エキス（+/－）セイヨウハッカ油、スペアミント油、スイートオレンジ油、オレンジ果皮油、マンダリ
ンオレンジ油、ベルガモット果実油、ライム油、アオモジ果実油、オオベニミカン果皮油（全てオーガニック認定）

416-BB-CBL-4

ライムロケット

バジャー クラシックリップバームスティック

クリーミーココア

￥1,300+ 税 LOT:6 W20×D20×H80 ㎜ 7g ※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

バジャー ラージリップバームスティック

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナバラ
果実エキス、オオベニミカン果皮油、グレープフルーツ果皮油、スイートオレンジ油、マンダリンオレンジ油、
セージ油、ローズマリー葉エキス（全てオーガニック認定）

バジャー ラージリップバームスティック

ラージリップバームスティック

クールミント

柑橘系
の香り

タンジェリンブリーズ

416-BB-CBL-1

Large Lip Balm

バジャー ラージリップバームスティック

バジャー クラシックリップバームスティック

416-BB-CL-7
ピンク
グレープフルーツ
の香り

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、グレープフルーツ果皮油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス
果実エキス、カニナバラ果実エキス、スイートオレンジ油、アトラスシーダー樹皮油、ローズマリー葉エキス（全て
オーガニック認定）

バジャー

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、ローズマリー葉エキス（全てオーガニック認定）

416-BB-CL-5

416-BB-CL-4

バジャー クラシックリップバームスティック

香りが苦手な方へおすすめの無香料タイプ。

フレッシュで甘酸っぱい柑橘系の香り。

清涼感のあるすっきりしたミントの香り。
【全成分】オリーブ油、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナバラ果
実エキス、ローズマリー葉エキス、スペアミント油、セイヨウハッカ油、ラベンダー油（全てオーガニック認定）

爽やかなレモンとジンジャーのほんのりスパイシーな香り。

無香料

416-BB-CL-3

416-BB-CL-2

ジンジャー & レモン

【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、
（+/-）酸化チタン、酸化鉄、マイカ、アロ
エベラ葉エキス、ローズマリーエキス、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カニナバラ果
実エキス（酸化鉄、酸化チタン、マイカ以外オーガニック認定）

アンセンティッド

植物由来の USDA 認定アロエベラ配合。
なめらかな塗り心地で、唇をしっかり保湿してくれるリップバームスティック。

バジャー クラシックリップバームスティック

落ち着いた
ローズ色

416-BB-CL-1

￥900+ 税 LOT:6 W15×D15×H70 ㎜ 4.2g ※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

ハイランドミント

バジャー リップティント＆シマー ガーネット

バジャー クラシックリップバームスティック

クラシックリップバームスティック

バジャー クラシックリップバームスティック

ヌーディー
なピンク
【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、
（+/-）酸化チタン、酸化鉄、マイカ、アロ ベージュ

バジャー リップティント＆シマー ローズトルマリン

【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カ
ニナバラ果実エキス（+/－）セイヨウハッカ油、スペアミント油、スイートオレンジ油、オレンジ果皮油、マンダリ
ンオレンジ油、ベルガモット果実油、ライム油、アオモジ果実油、オオベニミカン果皮油（全てオーガニック認定）

416-BB-CBL-5
シトラス
の香り

さわやかなシトラスの香り。

バジャー ラージリップバームスティック

モカココア

モカココア
の香り

甘さの中に深いこくのあるモカココアの香り。

【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデス果実エキス、カ
ニナバラ果実エキス（+/－）セイヨウハッカ油、スペアミント油、スイートオレンジ油、オレンジ果皮油、マンダリ
ンオレンジ油、ベルガモット果実油、ライム油、アオモジ果実油、オオベニミカン果皮油（全てオーガニック認定）

【全成分】オリーブ油、カカオ脂、ミツロウ、ヒマシ油、アロエベラ液汁末、ヒポファエラムノイデ
ス果実エキス、カニナバラ果実エキス、コーヒー種子エキス（コーヒー種子エキス以外オーガ
ニック認定）

お問い合わせ

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

Sunscreen

サンスクリーン

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

バジャー

USDA 認定オーガニック保湿成分配合。日焼け時の乾燥や紫外線から優しく肌を守るサンスクリーンシリーズ。
416-BB-SMR-04

416-BB-SMR-05

バジャー サンスクリーンモイスチャライザー
SPF30 ラベンダー
￥3,000+ 税 LOT:6 W40×D40×H135mm 87ml
優しいラベンダーエッセンシャルオイルの香り。
【全成分】オリーブ油、酸化亜鉛、ミツロウ、ホホバ種子
油、カカオ脂、シア脂、ラベンダー油、ヒポファエラムノ
イデス果実エキス、トコフェロール（トコフェロール、酸
化亜鉛以外オーガニック認定）

バジャー サンスクリーンモイスチャライザー
SPF30 アンセンティッド
￥3,000+ 税 LOT:6 W40×D40×H135 ㎜ 87ml
無香料タイプ。
【全成分】ヒマワリ種子油、酸化亜鉛、ミツロウ、ヒポファ
エラムノイデス果実エキス、トコフェロール（トコフェ
ロール、酸化亜鉛以外オーガニック認定）

強い陽射しの外出時に

香りが苦手な方に

416-BB-SMR-07

416-BB-SMR-06

バジャー サンスクリーンモイスチャライザー
SPF30 デリケート
￥3,000+ 税 LOT:6 W40×D40×H135mm 87ml
カモミールとカレンデュラのほのかな香り。

バジャー サンスクリーンモイスチャライザー
SPF30 タンジェリン＆バニラ
￥3,000+ 税 LOT:6 W40×D40×H135 ㎜ 87ml
爽やかなタンジェリンと甘いバニラの香りのブレンド。

【全成分】ヒマワリ種子油、酸化亜鉛、ミツロウ、ヒポファ
エラムノイデス果実エキス、ローマカミツレ花油、トウ
キンセンカ花エキス、トコフェロール（トコフェロール、
酸化亜鉛以外オーガニック認定）
小さなお子様や敏感肌な方へ

【全成分】ヒマワリ種子油、酸化亜鉛、ミツロウ、オレンジ
油、オオベニミカン果皮油、ヒポファエラムノイデス果
実エキス、バニラ果実エキス、トコフェロール（トコフェ
ロール、酸化亜鉛以外オーガニック認定）
子供に人気の甘い香り

416-BB-SMR-10

416-BB-SMR-09

バジャー サンスクリーンモイスチャライザー
SPF35 アウトドア
￥3,000+ 税 LOT:6 W40×D40×H135mm 87ml

バジャー サンスクリーンスティック
SPF35
￥2,000+ 税 LOT:6 W22×D22×H95 ㎜ 18.4g

水や汗に強い耐水処方で、肌への密着力も高いアウ
トドア仕様のサンスクリーン。様々なスポーツシー
ンで大活躍します。海や雪の照り返しダメージから
もしっかり肌を守ります。

携帯・塗り直しに便利なスティックタイプ。肌への
密着力が高く、海やプール、登山などのレジャーや
ウィンタースポーツにもおすすめ。唇・鼻・耳など
細部へも塗りやすい仕様です。

【全成分】ヒマワリ種子油、酸化亜鉛、ミツロウ、ホホバ種
子油、トコフェロール（トコフェロール、酸化亜鉛以外
オーガニック認定）
海や山、スポーツに

【全成分】オリーブ油、ミツロウ、酸化亜鉛、カカオ脂、
シア脂、トコフェロール（トコフェロール、酸化亜鉛以
外オーガニック認定）
携帯・部分使いに便利

※バジャーのサンスクリーンはもう 1 種あります。詳しくは P121 のプロテクトシリーズをご参照下さい。

Hair oil

バジャーヘアオイル

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

￥3,200+ 税 LOT:6 W40×D40×H130 ㎜ 59.1ml

しなやかで潤いまとまりのある髪・健やかな頭皮を目指すボタニカルヘアオイル。3 種類のオイルはハーブのエッセンスが凝縮され、
しっかり保湿し乾燥のダメージから頭皮を守り、髪にも頭皮にもやさしく働きかけるバジャーオリジナルのブレンド処方です。
416-HO-1
オールヘア
用

バジャー ヘアオイル シーバックゾーン
全ての髪質に合うようブレンドされたオ
イルです。皮膚や髪に親和性が高いシー
バックゾーン、キューティクルに浸透し、
乾燥し傷んだ髪に栄養を与えるアプリ
コットオイル、正常な肌の働きへ導くザ
クロオイルなどの植物オイルが潤いと輝
きを与え、ツヤと弾力性のある髪に仕上
げます。敏感肌の方にもおすすめです。
【全成分】ホホバ種子油 *、ヒマワリ種子油 *、アンズ核油 *、ザク
ロ種子油 *、ヒポファエラムノイデス果実エキス *、ラベンダー
油 *、オレンジ油 *、ニオイテンジクアオイ油 *、カニナバラ果実
エキス *、トコフェロール (*USDA オーガニック認定成分 )

おすすめの
ご使用方法

ドライ＆
ダメージ
ヘア用

416-HO-2

バジャー ヘアオイル アルガン

416-HO-3
ドライ頭皮
（マッサージ） バジャー ヘアオイル ホホバ
用

紫外線やドライヤーの熱、カラーリングの
繰り返しで傷み乾燥した髪に。
アルガンオ
イルとホホバオイルが失われた水分を補
給、パサつきや絡みを防ぎ、毛先までしっ
とりまとまった髪に導きます。
また、バオ
バブオイルがキューティクルに集中的に
働きかけ、痛んだ部分を補修しハリのある
髪へ。
ほのかに甘い香りが漂います。

頭皮ケアにスポットをあてた専用マッサージ
オイル。頭皮環境を整えることで、健康的な髪
へと導きます。保湿作用のあるホホバオイル・
ヒマワリ油を配合。乾燥によるかゆみをやわら
げ、フケの防止に働きかけます。マッサージす
ることにより血行を促進。抜け毛防止にも役立
ちます。ペパーミントなどのエッセンシャルオ
イルが清涼感のある適度な刺激を与えます。

【全成分】ホホバ種子油 *、ヒマワリ種子油 *、アルガニアスピノ
サ核油 *、バオバブ油 *、オレンジ油 *、ベルガモット果実油 *、
ビャクダン油 *、イランイラン花油 *、トコフェロール (*USDA
オーガニック認定成分 )

【全成分】ホホバ種子油 *、ヒマワリ種子油 *、ローズマリー油 *、
メントール *、ティーツリー葉油 *、セイヨウハッカ油 *、ラベン
ダー油 *、トコフェロール (*USDA オーガニック認定成分 )

【洗髪前】適量をよく手の平で伸ばし頭皮のマッサージをしながら毛先までオイルを塗布して下さ
い。髪を櫛や手でとかし 1 時間ほどオイルを浸透させます。
（ 衣服が汚れないようにタオルで髪を
包み込むことをおすすめします。）その後、通常通り洗髪してください。
【洗髪後】タオルドライした後適量をとり、よく手の平で伸ばし、毛先から髪になじませ乾かします。

お問い合わせ

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

適量をとりよく手の平で伸ばし頭皮全体になじませ、マッ
サージオイルとしてご使用下さい。マッサージ後ホットタ
オルなどで頭を包んで、1 時間程オイルを浸透させるとさ
らに効果的です。その後、通常通り洗髪して下さい。

バジャー
バジャー

Face oil

フェイスオイル

※6 個オーダーでテスター１個提供可能

シリーズ共通ベースオイルに、ホホバオイル・バオバブオイル・ザクロオイルを使用。このオイルのコンビネーションはライトな質感
で素早く角質層に浸透し、乾燥でゴワゴワした肌を柔らげ整えます。それぞれの肌のタイプに合ったオイルが開発されました。
416-BB-FO1

416-BB-RL-02

ドライ肌用

バジャー フェイスオイル ダマスクローズ
￥3,600+ 税 LOT:6 W32×D32×H95mm 59.1ml

バジャー フェイスオイル アンセンティッド
￥3,300+ 税 LOT:6 W32×D32×H95mm 59.1ml

ダマスクバラ、ラベンダー、カモミールの優雅な香り。シリー
ズ中 1 番多くホホバオイルを配合。ホホバオイルはワックス
エステルを多く含み、肌にハリと弾力をあたえます。また、皮
脂バランス調整作用があり、乾燥肌には皮脂分泌を促進しま
す。ダマスクバラ花油は香りだけでなく、保湿力が高く肌を
やわらげるので、乾燥しがちな肌によくなじみます。

香りの苦手な方のために、ヒマワリオイルをベースオイルと
して配合しています。ビタミン E を豊富に含み、保湿力が高
いのにベタベタせずしっとりとキメを整えてくれる使い心
地の良いオイルです。

【全成分】ホホバ種子油 *、バオバブ種子油 *、ザクロ種子油 *, ラベンダー油 *、カニ
ナバラ果実エキス *、ヒポファエラムノイデス果実エキス *、ダマスクバラ花油 *、
ローマカミツレ花油 *、トウキンセンカ花エキス *
* オーガニック認定成分

【全成分】ヒマワリ種子油 *、ホホバ種子油 *、バオバブ種子油 *、ザクロ種子油 *、ザ
クロ種子油 *、カニナバラ果実エキス *、トウキンセンカ花エキス *、トコフェロー
ル
* オーガニック認定成分

センシティブ肌用

416-BB-FO2

ノーマル肌用

416-BB-FO3

バジャー フェイスオイル シーバックソーン
￥3,500+ 税 LOT:6 W32×D32×H95mm 59.1ml

バジャー フェイスオイル アルガン
￥3,600+ 税 LOT:6 W32×D32×H95mm 59.1ml

ラベンダー、オレンジ、ゼラニウムのフローラルでやさしい
柑橘の香り。ベースオイルに角質層への浸透性は高いアンズ
核油とビタミン A、C、E や抗酸化作用の高い不飽和脂肪酸を
多く含む CO2 抽出のシーバックソーン（ヒポファエラムノイ
デス果実エキス）をブレンドし、肌をしっかり保護します。

ベルガモット、オレンジ、ビャクダン、イランイランの爽やか
でほのかに甘い香り。ベースオイルとして、肌の脂質成分に
近いアルガンオイルを配合。保水力に富んだアルガンオイル
がその後のお手入れの潤いを包み込み、ブースターオイルと
してお肌をしっかり整えます。

【全成分】ホホバ種子油 *、バオバブ種子油 *、アンズ核油 *、ザクロ種子油 *、ヒポ
ファエラムノイデス果実エキス *、ラベンダー油 *、オレンジ果皮油 *、ニオイテン
ジクアオイ花油 *、カニナバラ果実エキス *、トコフェロール
* オーガニック認定成分

【全成分】ホホバ種子油 *、バオバブ種子油 *、アルガニアスピノサ核油 *、ザクロ種
子油 *、ベルガモット果皮油 *、オレンジ果皮油 *、ビャクダン油 *、イランイラン花
油 *、トコフェロール
* オーガニック認定成分

オール肌用

洗顔後、適量のオイルを手のひらに伸ばし、その手のひらで顔を覆うようにしてお肌になじませます。
おすすめの
ご使用方法

●顔をこするように伸ばすと肌に負担がかかりますので、やさしく手のひらを顔に当て、手のぬくもりで角質層に浸透させるのがポイントです。
●化粧水後に使用する場合、化粧水の水分が残っている状態でオイルを重ねると肌馴染みが良くなります。

あなたの肌タイプは？
くすみ肌
かさかさ肌
つっぱり肌

ひりひり
赤い
かゆみ等の
敏感肌

▶

（特に朝起きた時
や洗顔後）

Damascus Rose

朝はテカり、
日中は乾燥
▶
または
その逆の肌

▶

ダマスクローズビューティーライン

オイリー肌でも
乾燥肌でもなく
より良い肌に ▶
なりたい

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

美肌へ導く待望のローズラインが登場。優雅な香りに包まれながら、贅沢なフェイス＆ボディケア。
416-BB-BO-01

416-BB-RL-01

バジャー ボディオイル ダマスクローズ

バジャー ビューティーバーム ダマスクローズ
￥3,600+ 税 LOT:6
W52×D52×H43 ㎜ 28g

￥4,800+ 税 LOT:6
W45×D45×H150 ㎜ 118ml

しっとり
柔らか肌に

ダマスクローズにラベンダーやカモミールを配合し
た繊細で高貴な香り。お肌にハリを与え、若々しく弾
むようなボディへ導きます。妊娠線のケアにもおすす
め。
【使用方法】適量を手の平でなじませ、乾燥が気になる
部分へ塗布して下さい。ヘアオイルとしてもお使い頂
けます。

潤いを保った肌に

【全成分】ホホバ種子油、オリーブ油、ザクロ種子油、ラベン
ダー油、ダマスクバラ花油、ローマカミツレ花油、カニナバラ
果実エキス、
ヒポファエラムノイデス果実エキス、
トウキンセ
ンカ花エキス

お問い合わせ

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

乾燥した肌に潤いをチャージするフェイス用トリー
トメントバーム。植物オイルベースに、香り豊かな
エッセンシャルオイルをブレンド。
【使用方法】化粧水で整えた後、適量を手の平で温め、
顔全体になじませて下さい。より保湿力を高めたい
時は、フェイスオイルの後に使用して下さい。
夜のフェイスマッサージにもおすすめです。
【全成分】
オリーブ果実油、ヒマシ油、ミツロウ、トウキンセン
カ花エキス、ローマカミツレ花油、ラベンダー油、ダマスクバ
ラ花油、
カニナバラ果実エキス、
ヒポファエラムノイデス果実
エキス

