
ECOMAAT 社は 2001 年にブルガリアの伝統的な農業を復帰させながら、主にハーブやアロマオイル抽出用の植物を栽培し、アロマオ

イルを精製する目的で創立されました。このブレンドオイルは、天然純度 100％のオイルと、100％オーガニックオイルを使用して

います。製造者の堅い信念に基づき無農薬は勿論のこと、最高の手間暇をかけ吟味して作られた、他に類を見ない本物の商品です。

ECOMAAT 社は、バラ園、蒸留所、研究所を自社所有して

おり、原材料の栽培から販売まで一貫することで、製品

の最高品質を保障しています。製品の原材料となるバ

ラやハーブは、自社の畑で採れたものだけを使用して

います。2011 年 6 月には最高品質にこだわる熱心な姿

勢と商品開発を認められて、BNAEOPC  の「BULGARIAN 

ROSE 2011」を受賞しました。

世界に2％だけの100％オーガニックオイル

ECOMAAT オイルに含まれているハーブは抽出技術にもこだわった最高

水準のもので、3 つのオーガニック認定が与えられています。オーガニッ

ク先進国のドイツの他、アメリカ、ヨーロッパの認定も取得しています。

認定水準は各認定機関により様々ですが、100％オーガニックの商品は

世界に 2％程度しかないと言われており、ECOMAAT オイルはそのひとつ

です。香り、効果も他のオーガニック商品に類を見ないほどに実感でき

るもので、真のリラクゼーションをもたらしてくれる商品です。

目的や効果を明確にしたわかり易い商品を展開。また、エコマット社独

自で研究に研究を重ね、それぞれの肌の症状に効果的なブレンディング

を施し、最大の効果をもたらすよう作られています。そのこだわりは

エッセンシャルオイルだけではなく、最大の効果が発揮されるようキャ

リアオイルのブレンディングにまでこだわり、1 つのオイルに 5 ～ 6 種

類のキャリアオイルをブレンドしています。その様にして作られたマッ

サージオイルは非常にさらっとした、伸びの良い付け心地で、お顔の場

合でも使用量は 1 ～ 2ml。トリートメント後にふき取る必要もないくら

い早い浸透性があり、翌朝の肌の違いを体感いただくことができます。

天然純度 100％の

オーガニック美容オイル。

自分で出来る

贅沢肌トリートメント。



お問い合わせ

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

エコマット

Pick

Up

PickUpPickUp

フェミナ

●気持ちが落ち着くようなバラの香り

￥8,000+ 税 LOT:1  

W22×D22×H70 ㎜ 10ml

802-EO-05 みずみずしいお肌を求める方へ･･･

全てのタイプのお肌の方へ。お肌の若

返り効果があります。トラブルのある
お肌をトリートメントする適切なブ
レンドがされています。ローズオイル
が入っており、エコマットの中でも一
番贅沢なブレンドオイルです。

エナジー

●さわやかなミントの香り

￥5,200+ 税 LOT:1

W22×D22×H70 ㎜ 10ml

802-EO-03 

普通肌～乾燥肌の方へ･･･

抗菌・抗炎症性オイルをブレンディングしています。
また、皮膚の老化現象防止効果作用があり、むくみを
解消します。ボディマッサージにもおすすめです。

センシャル

●古典的なエキゾチックな香り

￥5,200+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

802-EO-01 

潤いを求める方へ･･･

皮膚構造を整えます。毛穴の黒ずみの排
除と毛穴の引き締め、お顔のリフトアッ
プと、しわ予防の効果があります。

ＢＬＥＮＤ ＯＩＬ

【成分】

エッセンシャルオイル：ダマスクローズ・ラベンダー・ヴィテックス（西洋ニンジン木）

  Essential oils : rose(Rose damascene), lavender(Lavandula 　angustifolia),vitex

  (Vitex agnus castus), citronellol,geraniol, 　farnesol,eugrnol,linalool

キャリアオイル：アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）

ホホバ油・アボカド・グレープシード

  Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs)wheatgerm　(Triticum vulgare),

  jojoba(Simmondsiachinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera)

【成分】

エッセンシャルオイル : パチュリ―・イランイラン・ベチバー・

ガルバニウム

   Essential oils :  patchuoil(Pogostemon cablin),ylang-ylang（Cananga

　 odorata）,vetiver(Vetevera zizanoides), galbanium(Ferrula gallbanifula)

　 benzyl benzoate,benzyl salicylate,farnesol,linalool

キャリアオイル : アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）

ホホバ油・アボカド・グレープシード

   Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm (Triticum

　 vulgare),jojoba(Simmondsia chinensis),avocado (Persea gratissima),grapeseeds

   (Vitis vinifera)

【成分】

エッセンシャルオイル : ラベンダー・ペパーミント・タイム・ローズマリー

  Essential oils :  lavender(Lavandula angustifolia),peppermint(Mentha piperita),

  thyme  (Thymus serpyllum),rosemary(Rosmarinus officinalis),linalool,geriniol

キャリアオイル : アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）

ホホバ油・アボカド・グレープシード

  Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum vulgare),

  jojoba(Simmondsia chinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera)

リラックス

●明るいレモンのような香り

￥6,300+ 税 LOT:1  

W22×D22×H70 ㎜ 10ml

802-EO-06 

普通肌からオイリー肌の方へ･･･

お肌の油テカリを抑えて、きめ細やかなお肌

にしてくれる効果があります。肌トラブルの
効果的処理のために、メリッサを調整して混
合しています。

【成分】

エッセンシャルオイル : ラベンダー・プチグレイン・メリッサ

   Essential oils :  lavender(Lavandula angustifolia),petitgrain(Citrus aurantium), melissa(Melissa officinalis),linalool,geraniol,citral

キャリアオイル : アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）ホホバ油・アボカド・グレープシード

   Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum  vulgare),jojoba(Simmondsia chinensis),avocado(Persea gratissima),

　　　　　　　　　　grapeseeds(Vitis vinifera)

ブレンドオイル

オーガニックで、保存料も一切使用して

いないエコマット社の最高傑作

スティムル

￥5,200+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

グレープフルーツの香り。皮膚の柔軟性を保ち、ツヤを与え、ひ

きしめます。

【成分】エッセンシャルオイル／ジュニパー・ラベンダー・ローズマリー・グレープフルーツ
      Essential oils : juniper(Fructus juniperus commynis),lavender(Lavandula angustifolia),
　　　　　　　　　　　　　　rosemary(Rosmarinus　officinalis),grapefruit(Citrus paradise),linalool,limonene

キャリアオイル／アーモンドスイート･小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）･ホホバ油･
アボカド・グレープシード

Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum vulgare),
jojoba(Simmondsia chinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera)

802-EO-07

サマー

￥5,500+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml              

802-EO-02 

清涼感のある夏の香り。皮膚に栄養･はり･潤いを与えます。日

焼けによるシミ・ソバカスを防ぎ、肌を引き締めます。

【成分】エッセンシャルオイル／ズドラベッツ･ジュニパ･マリーゴールド
           Essential oils : zdravetz(Geranium macrorrbizum),juniper(Fructus juniperus 
　　　　　　　　　　　　　　　　communis),marigold extract(Calendula officinails),geraniol,linalool

キャリアオイル／アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）
                         ・ホホバ油・アボカド・グレープシード

Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum vulgare),
jojoba(Simmondsia chinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera)

ジョイ　　

￥6,200+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

マスカットの様な甘い香り。切毛･枝毛を防ぎます。皮膚の

柔軟性を保ち保護しながら、日焼けによるシミ･ソバカス

を防ぎます。男性にもオススメです。

キャリアオイル／アーモンドスイート･小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）･ホホバ油･
　　　　　　　　アボカド・グレープシード

【成分】エッセンシャルオイル／ズドラベッツ ( ブルガリアンゼラニウム )・クラリーセイジ
           Essential oils : zdravetz(Geranium macrorrbizum),clary sage(Salvia sclarea),
　　　　　　　　　　　　　　　　linalool,geraniol

Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum vulgare),
jojoba(Simmondsia chinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera)

802-EO-04

エコマットのパッケージは、

取得しているオーガニック

マークが付き。高級感もある

のでギフトにもおすすめです。

↑箱の中に入っているド

ロッパーを付ければ、必

要な分だけ使用できます。



お問い合わせ

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

エコマット

Aroma Care アロマケア

オーガニック 100％の天然オイルとフローラルウォーターをブレンドした究極のアロマケアオイル

アロマケア ローズ

￥4,800+ 税 LOT:1 W14×D14×H70 ㎜ 5ml

802-EA-01 

本物だからこそ実感できる保湿力。肌に栄養を与

え乾燥しがちなお肌をしっとり守ってくれます。

べたつきがなく自然の香りで体もリラックス。

【使用方法】気になるしわに軽く回しながら付

けてください。

【全成分】ダマスクバラ花水、ホホバ油、アルガン油、ロ

サアルバ花エクストラクト（CO2 抽出）、ジュニパーベ

リーエクストラクト（CO2 抽出）

アロマケア ラベンダー

￥4,800+ 税 LOT:1 W14×D14×H70 ㎜ 5ml

802-EA-02 

本物だからこそ実感できる保湿力。肌に栄養を与

え乾燥しがちなお肌をしっとり守ってくれます。

べたつきがなく自然の香りで体もリラックス。

【使用方法】気になるしわに軽く回しながら付

けてください。

【全成分】ラベンダー花水、ホホバ油、エタノール、ラベ

ンダーエクストラクト（CO2 抽出）、ジュニパーベリー

エクストラクト（CO2 抽出）

アロマケア センシャル

￥4,500+ 税 LOT:1 W14×D14×H70 ㎜ 5ml

802-EA-03 

古典的でエキゾチックな香り。肌に栄養を与え乾

燥しがちなお肌をしっとり守ってくれます。

【使用方法】気になるしわに軽く回しながら付

けてください。

【全成分】ダマスクバラ花水、ホホバ油、アルガン油、ダ

マスクバラ油、ジュニパーベリーエクストラクト（CO2

抽出）、パチュリー葉油、ベチバー根油、カナンガ花エ

クストラクト（CO2 抽出）

Nail care
ネイルケア

100％オーガニックのネイルオイル。爪に栄養を与え、指先をしっとり保湿。オイルと同じパッケージ入りです。

100％天然オイルとローズウォーターを贅沢にブレンドしたネイルオ

イル。べたつきがなく、自然な香りで心も身体もリラックスできます。

【使用方法】指先のマッサージや香水として手首などに直接つけて香

りをお楽しみください。

100％の天然オイルをブレンドした、エキゾチックな香りのネイルオイ

ル。べたつきがなく、自然な香りで心も身体もリラックスできます。

【使用方法】指先のマッサージや香水として手首などに直接つけて香り

をお楽しみください。

ネイルケア ローズ

￥2,800+ 税 LOT:1 φ14×H70 ㎜ 5ml

【全成分】ダマスクバラ花水・ホホバ油・アルガン油・ダマスクバラ油・ジュニパー

ベリーエキス・ゲラニオール・シトロネロール、オイゲノール、リナロール、ファ

ルネソール

ネイルケア センシャル

￥2,600+ 税 LOT:1 φ14×H70 ㎜ 5ml

【全成分】ダマスクバラ花水・ホホバ油・アルガン油・ダマスクバラ油・ジュニパー

ベリーエキス・パチュリー葉油・ベチバー根油・カナンガ花油・安息香酸ベンジル・

ベンジルサリチル酸塩・ゲラニオール・シトロネロール、オイゲノール、リナロール、

ファルネソール

802-EN-01 802-EN-02

マットオイリースキン

￥6,200+ 税 LOT:1 W22×D22×H50 ㎜ 5ml

802-EF-01 

神経性トラブルを和らげるようなウッディーな香り。肌のキメを

整えひきしめます。肌荒れを防ぎ、皮膚を保護します。

【成分】エッセンシャルオイル／ラベンダー･プチグレイン･バチュリー
           Essential oils :lavender(Lavandula angustifolia),petitgrain(Citrusaurantium),
　　　　　　　　　　　　　　　patchouli(Pogostemon cablin),linalool,jeraniol

キャリアオイル／アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）
                         ・ホホバ油・アボカド・グレープシード

Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum vlgare),
jojoba(Simmondsia chinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera)

マットドライスキン

￥6,200+ 税 LOT:1 W22×D22×H50 ㎜ 5ml

802-EF-02 

穏やかで甘酸っぱく優しい香り。皮膚に水分･油分を補い保ち、はりとツヤ

を与えます。

【成分】エッセンシャルオイル／ラベンダー・カモミール・ミルフォイル・マリーゴールド
           Essential oils : lavender(Lavandula angustifolia),chamomile(Matricaria chamomilla),
　　　　　　　　　　　　　milfoil(Achillea　millefolium),marigold extract(calendula officinalis),linalool

キャリアオイル／アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）・ホホバ油・
　　　　　　　　アボカド・グレープシード・オリーブ

Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum vulgare),jojoba
(Simmondsiachinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera),olive(olea europeae)

マット

￥9,000+ 税 LOT:1 W22×D22×H50 ㎜ 5ml

802-EF-03 

バラの香り。肌に潤いを与えキメを整えます。目の回りにはりを与

え、肌荒れを防ぎ、皮膚の柔軟性を保ちます。

【成分】エッセンシャルオイル／ダマスクローズ･ラベンダー
           Essential oils :rose(rosa damascene),lavender(Lavandula angustifolia),
　　　　　　　　　　　　　　　Citronellol,geraniol,linalool,farnesol,eugenol

キャリアオイル／アーモンドスイート・小麦胚芽油（ウィートジャームオイル）
                         ・ホホバ油・アボカド・グレープシード･オリーブ

Carrier oils : almond sweet(Prunus amygdalus var dulcs),wheatgerm(Triticum vulgare),jojoba
(Simmondsia chinensis),avocado(Persea gratissima),grapeseeds(Vitis vinifera),olive(Olea europeae)

802-EO-14

メリッサ

￥10,000+ 税 LOT:1 W22×D22×H80 ㎜ 5ml

甘いレモンの香り。ニキビを予防し、肌荒れを防ぎます。

【成分】エッセンシャルオイル／メリッサ･西洋オトギリソウ･ラベンダー･マリーゴールド･
　　　　　　　　　　　　　　ミルフォイル

キャリアオイル／アルガン油･マツヨイグラ油･ホホバ油

            Essential oils : melissa(Melissa officinalis),tutsan(Hypericum perforatum),
　　　　　　　　　　　　　　　　lavender(Lavandulaangustifolia),marigold (Calendula officinalis),
　　　　　　　　　　　　　　　　milfoil(Achillea millefolium)

Carrier oils : arugan(Argania spinosa),evening primrose(Oenothera biennis),
jojoba(Buxus chinesis)

エッセンシャルオイルご使用方法

お風呂

マッサージ

アロマケア

（湿布）

ボディーケア

スキンケア

ヘアケア

メリッサ 10%

セントジョンズワート 10%
ローズ 10% カモミール

ラベンダー /ミルフォイル /スコッチパイン

ゾラベッツ /タイム /ペパーミント

クラリセイジ

ジュニパーベリー

5～ 10 滴

キャリアオイル 10ml に 4 ～ 5 滴

温水 ・冷水 1L に 5 ～ 10 滴落とし、
タオルに浸す

シャワーの後濡れタオルに
4～ 6滴落とし拭く

クリーム･ローション 50ml に
1 ～ 2 滴

シャンプー 150ml に
2 ～ 3 滴

シャンプー 150ml に
2 ～ 3 滴

シャンプー 150ml に
2 ～ 3 滴

シャンプー 150ml に
2～ 3滴 シャンプー 150ml に 2 ～ 3 滴

クリーム･ローション 50ml に 1 ～ 2 滴
クリーム･ローション
50ml に 1～ 2滴

クリーム･ローション
50ml に 1 ～ 2 滴

クリーム･ローション
50ml に 1～ 2滴

シャワーの後濡れタオルに
4～ 6滴落とし拭く

シャワーの後
濡れタオルに

3～ 4滴落とし拭く
顔そり後、濡れタオルに 4～ 6滴落とし拭く

温水 ・冷水 1L に 5 ～ 10 滴落とし、 タオルに浸す
温水 ・冷水 1L に
4 ～ 5 滴落とし、
タオルに浸す

温水 ・冷水 1Lに
4～ 5滴落とし、
タオルに浸す

温水 ・冷水 1L に
5 滴

キャリアオイル 10ml に 5 滴
キャリアオイル
10ml に 4 ～ 5 滴

キャリアオイル
10ml に 4 ～ 5 滴

5 ～ 10 滴 3 ～ 5 滴 3 ～ 5 滴 3 ～ 5 滴



お問い合わせ

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

エコマットEssential oil　 エッセンシャルオイル

1 滴 1 滴がしっかりした本物の香り

ローズオットー

￥19,000+ 税 LOT:1 W50×D25×H100 ㎜ 1ml

802-EO-15 

免疫力を高めて、ストレスを解消してくれるようなロー

ズの豊かな香り。皮膚の水分･油分を補って、にきびを防

ぎます。肌を滑らかにします。

Extracted from leaves and flowers thymus serpyllum herb  

grown in Bulgaria.

タイム

￥7,300+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

甘く強いスパイシーな香り。

肌荒れを防ぎ、保護します。

【注意事項】
1. お肌に用いる際は、ホホバ油等に 1％ほどに薄めてお使い下さい。

　原液を直接肌に塗らないで下さい。

2. 病気･疾患をお持ちの方は、医師にご相談の上ご使用下さい。

3. 妊娠中、妊娠の可能性のある方はご使用をお避け下さい。

4. 使用中、お肌に異常が出た場合は、直ちに使用を中止して下さい。

5. 直射日光を避け、冷暗所に保管下さい。

（お子様の手の届かない場所に保管して下さい。）

6. 開封後は 6 ヶ月以内にご使用下さい。

Dis t i l l ed  f rom peta l s  o f  Rosa  damascene  f l owers  and  

blossoms in Bulgaria.

ミルフォイル

￥8,500+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

免疫力を高めるような、ほんのり甘くてスパイシーな香

り。肌のキメを整え、清潔にし、ツヤを与えてくれます。

Extracted from leaves and flower of Achil lea Millefolium 

herb grown in Bulgaria.

802-EO-10

Extracted from pinus sylevestris twigs and needles  

grown in Bulgaria.

スコッチパイン

￥5,600+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

フレッシュな森林の香り。皮膚を健やかに保ちます。

毛髪に潤いとハリを与え、切毛、枝毛を防ぎます。

802-EO-08 

ペパーミント

￥6,000+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

脳をすっきりリフレッシュしてくれるような清涼感の

ある香り。皮膚を保護し、潤いとツヤを与えます。

Extracted f rom f lowers and leaves o f  Mentha Piper i ta  

Mitcbam type herb grown in Bulgaria.

802-EO-13

802-EO-12 

ゾラベッツ 10％( ゼラニウム )

￥6,300+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

免疫力を高めるような、さっぱりとした香り。肌に水分を

補い、ひげそり･顔そり後の肌を整え、日焼けを防ぎます。

jojoba(Simmondsia chinensis)

zdravetz(Geranium macrorrbizum),geraniol.

802-EO-11 

カモミール

￥18,500+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

甘酸っぱいフルーティーな香り。

かゆみを抑え、皮膚を健やかに保ちます。

Extracted from Matr icar ia chamomile f lowers grown in 

Bulgaria.

ジュニパーベリー

￥6,300+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

さわやかな森林の中にいるような香り。

肌のキメを整えひきしめます。

Extracted from Juniperus Communis fruits 

grown in Bulgaria.

セントジョーンズワート 10％

￥8,000+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

深く落ち着くような香り。

皮膚をすこやかに保ち肌をひきしめます。

St,John’s Wort oil(Hypericum Perforatum),

jojoba oil(Buxus Chinensis),limonene.

802-EO-18

802-EO-21

802-EO-16

クラリセイジ

￥8,200+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

甘く陶酔させるような香り。

肌の状態を落ち着かせ、柔軟性を保ちます。

Extracted from Salvia Sclarea flowers grown in Bulgaria.

802-EO-17

ローズ 10％

￥15,000+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

本物の素晴らしいバラの香り。皮膚の水分･油分を補っ

てニキビなどを防ぎます。肌を滑らかにします。

rose oil(Rosa Damascena),jojoba(Buxus Chinensis),

geraniol,citronellol,farnesol,eugenol

802-EO-19

メリッサ 10％

￥11,000+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

精神の高ぶりを沈静させるような香り。

ニキビを予防し肌荒れを防ぎます。

melissa oil(Melissa Officinalis),jojoba oil(Buxus Chinensis),

citeral,limonene,linalool.

802-EO-20

ラベンダー

￥6,000+ 税 LOT:1 W22×D22×H70 ㎜ 10ml

802-EO-09

ウッディー調の軽やかで甘いすがすがしい香り。

皮膚を清潔にし、すこやかに保ちます。

Extracted f rom f lowers o f  Lavandula angust i fo l ia  herb 

grown in Bulgaria.



顔全体によくのばす。上に引き上げ

るようにマッサージしながらのばす

のがオススメ。

お問い合わせ

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

エコマット

Floral water　フローラルウォーター

ブルガリアの伝統的な手法に基づき作られたフローラルウォーター

エコマットオイルを使った簡単スキンケア

洗顔後、ローズウォーターで

肌を整える。
エコマットオイルを少量（1～2ml）

手に取り…

オイルの伸びが弱くなったら、再度ローズ

ウォーターを使います。ローズウォーター

の乳化作用でオイルを肌に浸透させ、完成。

のびたオイルでデコルテまでトリートメン

トしましょう！

・ローズウォーターナチュラル (エコマット or カルロボ )
・エコマット (ブレンドオイル )●準備するもの

① ② ③ ④

ノーメイクでも
自信が持てる

　健康なお肌へ！

フローラルウォーターご使用方法
コットンに含ませて、顔・首・えりぐりを清浄して下さい。また清浄した肌に直接つけて、爽やかな香りをお楽しみ下さい。

化粧水としてもお使い頂けます。

( ローズウォーター )フローラルウォーターローズ

￥6,000+ 税 LOT:1 W45×D45×H115 ㎜ 100ml

802-EW-01 

本物の素晴らしいバラの香り。乾燥しやすい肌に水分･

油分を補い保ちます。肌を引き締め、肌荒れを防ぎま

す。ニキビを予防します。

【全成分】ダマスクバラ花水 100%
distilled water(Aqua),rose oil(Rosa Damascena)
citronellol,geraniol,eugenol,farnesol

フローラルウォーター カモミール

￥5,400+ 税 LOT:1 W45×D45×H115 ㎜ 100ml

802-EW-02 

甘酸っぱいフルーティーな香り。かゆみを抑え、皮膚を

健やかに保ちます。

【全成分】カミツレ水 100%

distilled water(Aqua),extract from flowers of 
chamomile(Matricariachamomilla),grown in Bulgaria

【全成分】ゼラニウム水 100%

フローラルウォーター ゾラベッツ

￥5,400+ 税 LOT:1 W45×D45×H115 ㎜ 100ml

802-EW-04 

免疫力を高めるようなさっぱりした香り。肌に水分を補

い、ひげそり･顔そり後の肌を整え、日焼けを防ぎます。

distilled water(Aqua),extract from leaves of 
zdravetz(Geraniummacrorrhizum)herb,grown in Bulgaria

【全成分】ラベンダー水 100%

フローラルウォーター ラベンダー

￥5,400+ 税 LOT:1 W45×D45×H115 ㎜ 100ml

802-EW-07

軽やかで甘く、すがすがしさを感じる香り。自律神経系機

能の回復、不眠改善、筋肉痛、頭痛、腹痛、生理痛に効果的

です。虫よけや消臭、口臭予防にも。

Lavandula Angustifolia Flower Water

【全成分】オニサルビア水 100%

フローラルウォーター クラリセイジ

￥5,400+ 税 LOT:1 W45×D45×H115 ㎜ 100ml

802-EW-05 

甘く陶酔させるような香り。肌の状態を落ち着かせ柔

軟性を保ちます。

distilled water(Aqua),extract from leaves and flowers 
of clary sage(Salviasclarea),grown in Bulgaria,linalool

フローラルウォーター メリッサ

￥5,400+ 税 LOT:1 W45×D45×H115 ㎜ 100ml

802-EW-03 

精神の高ぶりを沈静させるような香り。ニキビを予防

し肌荒れを防ぎます。

【全成分】メリッサ水 100%

distilled water(Aqua),extract from leaves and flowersof melissa
(Melissa officinalis),herb,grown in Bulganiol,citral,geraniol,linalool



コチラもオススメ

770-270021

コノサーズ･コレクション東京 × NISHIKAWA CO.,LTD. 　ローズアロマキャンディー

ラビアンローズで香り付けをした風味豊かなローズキャンディー。ボタニカル・アートの天才画家で「バラの宮
廷画家」とも呼ばれたピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテが精魂こめて描き上げた生涯の最高傑作『レ・ローズ』
シリーズのバラの絵が美しいオリジナルパッケージと共にお楽しみ下さい。

￥580+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ60 W100×D10×H150 ㎜ 38g（18 粒入り） 賞味期限：1 年

ビートグラニュー糖（北海道産）、水飴、
ダマスクバラ花水（ブルガリア産）、赤
キャベツ色素、ダマスクバラオイル（ブ
ルガリア産）

【原材料】

ローズ味

770-270038

ビートグラニュー糖（北海道産）、水飴、
ダマスクバラ花水（ブルガリア産）、海
洋深層水天然塩（ハワイ産）、ダマスク
バラオイル（ブルガリア産）

【原材料】

ソルト味

770-270014

ビートグラニュー糖（北海道産）、水飴、
クエン酸、重曹、ダマスクバラ花水（ブ
ルガリア産）、ダマスクバラオイル（ブ
ルガリア産）

【原材料】

サイダー味

お問い合わせ

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

エコマット

100% オーガニックのローズウォーターに、さらに超臨界流体抽出法により抽出され

たローズオイルを加えた、ローズそのものの香りに極めて近いやわらかな香りのロー

ズウォーターです。この抽出法は、水蒸気蒸留法では抽出できない成分も抽出できる

ので、抽出される成分数もかなり増え、からだに働きかける効果も高くなり、より一

層のアンチエイジング効果や精神の安定とリラックス効果が期待できます。紅茶・コー

ヒー・ジュース 100ml に 15 滴程度たらし、1 日 3 回を目安に空腹時にお飲み下さい。

500mlのミネラルウォーターには 30 ～ 45 滴ご使用ください。また、無添加なので直接お

肌に化粧水としてもお使いいただけます。

超臨界流体抽出法による
プレミアム
ローズウォーター

年間数量
限定

ラビアンローズ

￥7,000+ 税 LOT:1   

W50×D55×H90 ㎜ 30ml 賞味期限：2 年

802-ES-01*

【成分】ダマスクバラ花水、ダマスクバラ油（超臨界ＣＯ２抽出）、ダマスクバラ油（水蒸気蒸留）

【成分】ダマスクバラ油（水蒸気蒸留）、ダマスクバラエキス（CO2）、カニナバラ果実エキス（CO2）、オリーブオイル、

ミツロウ、ヒプロメロース（カプセル素材）

バラの花弁に含まれる不飽和脂肪酸やポリフェノールなどの貴重で繊細な成分が分解さ

れずに含まれています。アンチエイジングの他、肌・爪・髪・循環器系・消化器系・肝臓・

泌尿器系・血中コレステロールなどあらゆる症状に効果が期待できます。一日に 1 カプ

セルを食事の前に水とともに服用してください。3 ヶ月お続けになることをお勧めしま

す。体調・体質により、まれに合わない場合がございますので、その場合は、利用をお控え

ください。

二酸化炭素

に圧力と温

度を加えて

いくと、約

72ａｔｍ・

温度 31℃

の点で、気

体とも液体

ともつかな

い状態にな

ります。こ

の点を「臨

界点」とい

い、この点を超える状態を「超臨界流体」の状態といい

ます。「超臨界流体」の状態は、気体と液体の両方の性

質を持っていて、プロポリス原塊や植物などの天然成

分を溶かし出す強い力があります。そして、含有成分

を溶かし出した後に圧力を下げると、二酸化炭素は普

通の気体に戻って全て揮発してしまい、純粋な抽出物

だけが残ります。この原理を精油の抽出に応用した方

法が「超臨界流体抽出法」と呼ばれています。

『超臨界流体抽出(CO2抽出)』とは

圧
力

温度

■物質の状態図

Tc( 臨界温度 )

P
c
(

臨
界
圧
力)

超
臨
界
流
体
利
用
技
術
の
領
域

固体 液体 気体

超臨界
流体

臨界点

ヨーロッパに未だ数台しか無い、超臨界流体抽出の

機械の 1 つが ECOMAAT 社にあります。

　　　　　　　　　　　しかもこの機械でローズオ

　　　　　　　　　　　イルを抽出しているのは現

　　　　　　　　　　　在 ECOMAAT 社のみ。

　　　　　　　　　　　抽出の過程で二酸化炭素し

　　　　　　　　　　　か用いないため、この方法

　　　　　　　　　　　で抽出された精油は、食品

　　　　　　　　　　　としても、生まれたばかり

　　　　　　　　　　　の赤ちゃんのケアにも使う

　　　　　　　　　　　ことができます。

CO2
抽出

CO2
抽出

CO2 抽出 超臨界流体抽出（CO2 抽出）

特別な日に使いたい。身体の内側からキレイになれる CO2 抽出のローズオイル配合アイテム

プレミアムローズウォーターで香りを付けました

飴の香り付けには「CO2 抽出法」で抽出したローズオイルを加えた、ローズその

ものの香りに極めて近い、大変貴重なブルガリア産 100％オーガニックローズ

ウォーターを使用しています。

また、甘味付けの材料には、体を温める砂糖と言われる北海道産砂糖大根（テンサイ）から作られた甜菜糖 ( ビートグラニュー糖 ) を使用。着色料は天然素材

の赤キャベツのみ。ソルトキャンディーに使われているのは、ハワイの海洋深層水から採れたミネラルたっぷり天然塩です。創業 100 年近い老舗の飴屋さん

で、昔ながらの直火釜炊製法で作った、身体に嬉しい素材たっぷりのこだわりのキャンディーです。

3 つのオーガニック認定が与えられた、
最高水準の品質のローズウォーターです。

世界初！

802-ES-02*

●ＣＯ２抽出エキス配合

ラビアンローズ カプセル

￥19,000+ 税 LOT:1 30 カプセル入り 

賞味期限：製造後 3 年

【成分】ロサアルバ花エクストラクト（CO2）、ダマスクバラ花エクストラクト（CO2）

超臨界流体抽出されたロサアルバ花エクストラクトとダマスクバラ花エクストラクトが

配合されたすぐれた万能化粧品です。身体が水分補給し、調子を整え肌や髪を元気にして

くれます。また、脂質バリアを正常にし、肌がきれいに明るく。アロマトニックで肌を整

え、エコマットのフェイスオイルシリーズの「ローズ」や「ライラック」を肌に伸ばし、仕

上げにもう一度アロマトニックをのせることがお勧め。アロマトニックの乳化作用でオ

イルが肌に浸透し、より効果的にご使用いただけます。

【使用方法】リフレッシュに：顔・髪にスプレーしてください。

肌の水分補給に：乾燥した肌にスプレーしてください。

輝く髪の水分補給に：洗髪後のタオルドライした髪にスプレーしてください。

802-ES-03
CO2
抽出 ラビアンローズ アロマトニック

￥12,500+ 税 LOT:1 W45×D45×H140 ㎜ 100ml

※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。

※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。



お問い合わせ

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

エコマット

802-EC-01

Facial skin care フェイシャルスキンケア

アンチエイジングが期待できるケアシリーズ。CO2 抽出のブレンドオイルと化粧水です。

802-EC-03

フェイスオイル ローズ

￥19,000+ 税 LOT:1 φ23×H73 ㎜ 10ml×2 本

顔、首とデコルテのためのデイ＆ナイトケアオイル。

皮膚の弾力を保ちます。ローズエキスが肌に活気を与

え、美白効果も期待出来ます。

【使用方法】  使用時にはよく振り、朝晩の 2 回顔、首とデコル

テにスムーズにマッサージしてください 。

フェイスオイル ゾラベッツ

￥17,000+ 税 LOT:1 φ23×H73 ㎜ 10ml×2 本

ゾラベッツエキスが皮膚活力を増強し、肌の弾力・乾燥・

紫外線の影響を少なくします。年齢と共に気になるしわ

対策にも効果的です。

【使用方法】  使用時にはよく振り、朝晩の 2 回顔、首とデコル

テにスムーズにマッサージしてください。

フェイスオイル ライラック

￥17,000+ 税 LOT:1 φ23×H73 ㎜ 10ml×2 本

ライラック・ローズヒップ抽出物の相乗効果でお肌

を軟らかくする、穏やかなスキンケアオイル。皮膚の

保護機能を復活させます。

【使用方法】  使用時にはよく振り、朝晩の 2 回顔、首とデコル

テにスムーズにマッサージしてください。

スプリングウォーター リンデン

￥9,000+ 税 LOT:1 φ35×H83 ㎜ 30ml

温泉水リンデンバイオがお肌を保湿。弾力と滑らかさ

と輝きを与えて、活気に満ちた若々しいお肌へに導き

ます。

【使用方法】使用前によく振ってください。2、3 ポンプ

を手に取り目を閉じて顔と首につけてください。

CO2
抽出

CO2
抽出

CO2
抽出

CO2
抽出

【全成分】ホホバ油、アルガン油、ローズヒップエキス（CO2 抽出 )、

クルミエキス（CO2 抽出）、ダマスクバラ花エキス（CO2 抽出）

【全成分】ホホバ油、アルガン油、ローズヒップエキス（CO2 抽出 )、ゾ

ラベッツエキス（CO2 抽出）、ジュニパーベリーエキス（CO2 抽出）  

【全成分】ホホバ油、アルガン油、ローズヒップエキス

（CO2 抽出 )、ライラックエキス（CO2 抽出）

【全成分】温泉水、リンデン花エキス（CO2 抽出） 

802-EC-02 802-EC-05

Natural & Deluxe ナチュラル＆デラックスシリーズ

さらにリッチで贅沢な究極のスキンケアシリーズ。

ビオスキンケア with ローズアルバ マキシマ

￥27,000+ 税 LOT:1 φ54×H33 ㎜ 30ml

ほんの少し柑橘の香りをもつ古代白バラロサアルバの

香り。肌の乾燥と、シワの生成を防ぎ、肌細胞の衰えを低

減、柔乾性を復活させます。

【使用方法】  朝晩に顔・首・デコルテにつけて優しくマッサー

ジしてください。

【活性成分】ホホバ種子油、クランベリー種子油、ロサアルバ花エク

ストラクト（CO2 抽出）、ダマスクバラ花エクストラクト（CO2 抽出）

802-EC-06

ビオスキンケア ピリナ

￥25,000+ 税 LOT:1 φ54×H33 ㎜ 30ml

肌の持つ自然な力を刺激し、肌に皮膜を作り、潤いを与

え、滑らかに生き生きとさせます。

【使用方法】  朝晩に顔・首・デコルテにつけて優しくマッサー

ジしてください。男性の髭剃り後にもお使いください。

【活性成分】ホホバ種子油、オニサルビアエクストラクト（CO2 抽出）、

ムルサルスキーエクストラクト（CO2 抽出）、フユボダイジュ花エク

ストラクト（CO2 抽出）、リンゴ果実エクストラクト（CO2 抽出）

802-EC-07

ビオスキンケア for ドライスキン アイリス

￥27,000+ 税 LOT:1 φ54×H33 ㎜ 30ml

アイリスの持つ香りが心と肌に直接効き、柔らかい

バームが肌を回復・保湿。自然の SPF も期待でき、肌に

活力を与えシワを目立たなくします。

【使用方法】  朝晩に顔・首・デコルテにつけて優しくマッ

サージしてください。

802-EC-08

【活性成分】ホホバ種子油、クランベリー種子油、カニナバラ果実エ

クストラクト（CO2 抽出）、ニオイアヤメ根エクストラクト（CO2 抽出）

フェイス＆ボディアロマウォーター アイリス

￥10,000+ 税 LOT:1 φ33×H100 ㎜ 30ml

太古よりアイリスの芳香は肌と心に直接効くと知られて

います。肌の状態を整え向上させるアロマウォーターで

す。

【使用方法】  目を閉じて、約 45ｃｍ離して 2 ～ 3 回スプレーし

てください。

【全成分】温泉水、ニオイアヤメ根エクストラクト（CO2 抽出）

802-EC-09

ビオアロマボディケア ロドパ

￥18,000+ 税 LOT:1 φ35×H108 ㎜ 50ml

ウッディ調で柔らかい香り。血液の循環を活性化し、肌の

代謝を促進します。浸透がよいので、肌が柔らかくなめら

かに感じられ、目に見えない保護層を得てくれます。

【使用方法】  洗浄した肌に完全に吸収するまでなじませます。

【活性成分】ホホバ種子油、アンズ核油、アボカド油、クランベ

リー種子油、トショウ果実エクストラクト（CO2 抽出）、ダマスク

バラ花油

802-EC-10

アンティークローズアルバ パルファム

￥17,000+ 税 LOT:1 φ20×H85 ㎜ 10ml

ブルガリアのエコマットの庭園で栽培した古代白バラ

「ロサアルバ」の本物の香り。

【使用方法】  よく振って、胸・首・手首などのパルスポイント

にお付けください。

【成分】ホホバ種子油、ロサアルバ花エクストラクト（CO2 抽出）、

ケードネズ果実エクストラクト（CO2 抽出）

802-EC-04


