
世界最高峰「ダマスクローズ」

世界市場においてバラの天然香料の 8 割を生産しているブルガリア。そのブルガリアの社会主義時代に国営の会社として設立した

のがブルガスカ・ローザ・カルロボです。国内におけるトップクオリティー製品を生産し続け“ナチュラルなものしか作らない”と

いうこだわりを守り続けていることから、アメリカ、イギリス、イタリアなどへの輸出も増え、世界的なシェアを拡大中です。

約 3.5 トンもの鮮やかなピンクの花弁でようやく 1ｋｇの精油が抽出出

来るという、ダマスクローズの精油は世界最高級なものです。5 月中旬か

ら 6 月中旬が収穫時期で、太陽が昇るとその温度でバラの中に含まれる

精油成分が揮発してしまうため、夜明け前から日が昇る前の数時間の間

に、ひとつひとつ丁寧に手摘みされます。また、ダマスクローズは古来よ

り「若返りを促すバラ」として愛されてきました。カルロボ社による自社

独自の研究で、バラに殺菌や保湿をサポートする力、肌を再生する効果

が高まることを確認。デリケートな肌にも安心です。また独自の「ダマス

ク香」のアロマ効果によりストレスを和らげ、女性に嬉しいアンチエイ

ジング効果が期待できます。

国が認めた本物のローズオイル

ダマスクローズの精油は、ほとんどの香水の核

となる香りで希少なものです。ブルガリア政府

は国賓へのローズオイルをプレゼントしてい

ますが、そのローズオイルは、ブルガスカロー

ザカルロボが作っています。これは、外国の要

人がブルガリアに来られた時に政府がお送り

するものと同じ品です。

天然素材へのこだわり

大事な肌に、直接触れるものだから。カルロボ社は、天然素材にこだわ

り、且つ安全な製品作りを心掛けています。ローズオイル、ローズウォー

ターは、添加物は一切入っておらず、バラと水だけで作っています。ク

リームなどには安全基準を満たすため、やむを得ず防腐剤が添加されて

いますが、日本、ＥＵ、アメリカ、すべての国の基準を満たしており、安心

してご使用いただけます。

クオリティーの高いローズウォーターを使用

カルロボ社のクオリティーの良さを表現するのに最適なのが、ローズ

ウォーター。他のローズウォーターよりも香りは濃厚で甘く、自然のピー

リング効果も期待できます。ローズは熱に弱いので、すぐに香りも変化し

てしまうのですが、このローズウォーターは 1 本 1 本商品になった状態

で日本へ空輸されますので、安定した香りのままお届けすることが出来

ます。

●殺菌効果

●肌再生

●アロマ効果

●アンチエイジング
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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

ブルガスカ・ローザ・カルロボ

Bulgarska Rosa Karlovo

世界最高峰ダマスクローズ使用。

天然素材による

アンチエイジングと

アロマ効果。
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ローズウォーターナチュラル 330ml

￥5,000+ 税 LOT:1 W55×D55×H180 ㎜

751-BR-01

原料は、バラの谷で生まれたバラと水。バラのエキスが溶け込んだ天

然化粧水です。シミ・そばかす・吹き出物などの肌トラブルや、頭皮

のフケ・かゆみなどを緩和する効果が期待できます。肌の乾燥を防

ぎ、うるおいを保ちます。

【使用方法】適量を手のひら、コットンに含ませ顔又は全身にご使用

ください。

ハンドクリーム ローズ ウィズ rose oil

￥1,500+ 税 LOT:1 W30×D165×H40 ㎜

751-BH-02

ローズウォーターにローズオイルを配合した、高い保湿力が

期待できるハンドクリーム。きつすぎないダマスクローズの

自然な香りと保湿成分がお肌を優しく包みます。

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、ビタミン F

【使用方法】適量を手にとり、やさしくマッサージするように

手の指と甲に伸ばしなじませてください。

※６本発注につき１本テスターをお付けできます。

デイリークリーム ローズ ウィズ rose oil

￥3,900+ 税 LOT:1 W66×D66×H68mm 50ml

751-BR-18

肌の疲れを取り、リフレッシュ効果が期待できま

す。メイク前にご使用下さい。べたつきがなく、す

べての肌質、年齢に関係なくお使い頂け、紫外線

からお肌を守ります。

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、ホ

ホバオイル、ビタミン A,E

【使用方法】適量を手にとり顔や首筋に薄くなじ

ませてください。

ナイトクリーム ローズ ウィズ rose oil

￥3,900+ 税 LOT:1 W66×D66×H68mm 50ml

751-BR-19　

オールスキンタイプの夜用栄養クリームです。就

寝前に肌全体に置いて伸ばせば、皮膚への栄養供

給と潤いを与えます。

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、ア

ンズ核油、ビタミン A

【使用方法】適量を手にとり顔や首筋に薄くなじ

ませてください。

ローズソープアロマ（上）

￥1,800+ 税 LOT:1

W30×D80×H50mm 90g

751-BR-11

ローズソープ（下）

￥1,000+ 税 LOT:3

 W65×D60×H25mm 50g

751-BL-01

原料にローズウォーターを 20％配合した洗顔石鹸で

す。50ｇの方はバラの形。90g はたっぷり使える手のひ

らサイズです。豊かな泡立ちでお肌の汚れを落とし、

しっとりと整えます。心地よいバラの香りです。

【使用方法】しっかりと泡立て、顔全体や首筋になじま

せます。泡でらせんを描くように汚れを落とし、水かぬ

るま湯で十分に洗い流します。

レディスジョイ ナリシングクリーム ウィズ rose oil

￥12,000+ 税 LOT:1 W70×D70×H75 ㎜ 50ml

751-BL-11

天然オイルとビタミンがたっぷり保水し、しわの目立たない弾力のある肌に導きま

す。香料不使用。目の周りなどの過敏な部分の肌もケアできます。

【活性成分】ホホバ油、アーモンド油、コムギ胚芽油、ヒアルロン酸、ローズコンクリート、

ローズオイル、ビタミン A,E

【使用方法】朝・夜　適量を手にとり、清潔にした顔や首筋に薄くなじませてください。

※パッケージ入りもあります。 ( 右 )

751-BR-110  ￥1,900+ 税  LOT:1

しっとり

自然なやさしいバラの

香りをお楽しみ頂けます。

JOYseries　【ジョイシリーズ】 JOYseries　【ジョイシリーズ】

JOYseries　【ジョイシリーズ】

LADY’SJOYseries　【レディスジョイシリーズ】

ブルガスカ・ローザ・カルロボ

お問い合わせ

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

在庫終了後、リニューアル予定 在庫終了後、リニューアル予定
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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

ブルガスカ・ローザ・カルロボ

レディスジョイ ナリシングクリーム ウィズ rose oil

￥12,000+ 税 LOT:1 W70×D70×H75 ㎜ 50ml

751-BL-11

レディスジョイ ボディーローション ウィズ rose oil

￥4,600+ 税 LOT:1 φ55×H175 ㎜ 250ml

751-BL-13

乾燥からお肌を守り、柔らかなみずみずしい肌へと導く全

身用乳液。ほのかなローズの香りと共にお肌をリフレッ

シュさせてくれます。

【使用方法】入浴・シャワー後に適量を手にとり、全身にご

使用ください。

天然オイルとビタミンがたっぷり保水し、目の周りなどの

過敏な肌もケアできます。

【使用方法】朝・夜　適量を手にとり、清潔にした顔や首筋

に薄くなじませてください。

レディスジョイ シャワージェル ウィズ rose oil

￥3,200+ 税 LOT:1 φ55×H175 ㎜ 250ml

751-BL-15

全身の汚れを落とし、保湿するジェル状のボディーソープ。

ほのかなローズの香りに包まれます。

【使用方法】水を含ませたスポンジにつけ、よく泡立ててお

使いください。その後しっかりと洗い流してください。

レディスジョイ クレンジングミルク ウィズ rose oil

￥4,300+ 税 LOT:1 φ55×H175 ㎜ 250ml

751-BL-14

毎日のメーク落としで毛穴の汚れもすっきり。マスカラな

どのしっかりメイクも落とします。

【使用方法】適量を手にとり、顔全体や首筋になじませます。

指先でらせんを描くようにマッサージし、水かぬるま湯で

十分に洗い流します。

レディスジョイ シャンプー ウィズ rose oil

￥3,300+ 税 LOT:1 φ55×H175 ㎜ 250ml

751-BL-16

大切な髪の成分を守りながら、汚れをさっと包み込んでや

さしく洗い上げるシャンプー。痛んだ髪もしっとり滑らか

にします。

【使用方法】髪を濡らしてから適量を髪全体につけ、十分泡

立てて洗い、その後しっかり洗い流してください。

レディスジョイ バルサムフォー ヘアー ウィズ rose oil

￥3,300+ 税 LOT:1 φ55×H175 ㎜ 250ml

751-BL-17

高級なバラの香りを楽しめるヘアコンディショナー。ロー

ズオイルでしっとりつややかな髪に。

【使用方法】シャンプーの後、適量を手にとり髪全体にやさ

しくなじませ、その後しっかりと洗い流してください。

LADY’S JOY series　
ローズオイルがさらにたっぷり入った最高級のシリーズで贅沢なひとときを。

レディスジョイシリーズ

ローズウォーターナチュラル 500ml

￥7,000+ 税 LOT:1 W65×D65×H185 ㎜

原料は、バラの谷で生まれたバラと水。バラのエキスが溶け込ん

だ天然化粧水です。シミ・そばかす・吹き出物などの肌トラブ

ルや、頭皮のフケ・かゆみなどを緩和する効果が期待できます。

お得な大容量タイプ。

【使用方法】適量を手のひら、コットンに含ませ顔又は全身にご

使用ください。

751-BR-99

ローズウォーターナチュラル 330ml

￥5,000+ 税 LOT:1 W55×D55×H180 ㎜ 330ml

751-BR-01

原料は、バラの谷で生まれたバラと水。バラのエキスが溶け込ん

だ天然化粧水です。シミ・そばかす・吹き出物などの肌トラブ

ルや、頭皮のフケ・かゆみなどを緩和する効果が期待できます。

肌の乾燥を防ぎ、うるおいを保ちます。

【使用方法】適量を手のひら、コットンに含ませ顔又は全身にご

使用ください。

ローズソープ

￥1,000+ 税 LOT:3 W65×D60×H25mm 50g

原料にローズウォーターを 20％配合した洗顔石鹸です。豊かな

泡立ちでお肌の汚れを落とし、しっとりと整えます。心地よいバ

ラの香りです。

ローズウッディンサーバー（精油）

￥13,500+ 税 LOT:1 W20×D20×H85 ㎜ 1g

バラから搾られたピュアオイル 100％。独自の香りを楽しめ

ます。世界トップブランドの香水の原料にも使われている

カルロボ社のダマスクローズオイル。

原料にローズウォーターを 20％配合した洗顔石鹸。たっぷ

り使える手のひらサイズ。豊かな泡立ちでお肌の汚れを落

とし、しっとりと整えます。心地よいバラの香りです。

ローズソープアロマパッケージ入り

￥1,900+ 税 LOT:1 W100×D40×H110mm

751-BR-03 751-BL-01

ローズソープアロマ

￥1,800+ 税 LOT:1 W30×D80×H50mm 90g

751-BR-11

原料にローズウォーターを 20％配合した洗顔石鹸。たっぷ

り使える手のひらサイズ。豊かな泡立ちでお肌の汚れを落

とし、しっとりと整えます。心地よいバラの香りです。

751-BR-110  

自然の香りを、いつでも簡単に楽しめる携帯サイズのロー

ルオンパルファム。アルコールフリーのため、お肌の敏感な

方でもお楽しみいただけます。バラのやさしい香り。

ローズオリジナル パルファム ロールオン

￥2,000+ 税 LOT:1 W18×D18×H80 ㎜ 9ml

751-BPW-02

【活性成分】ホホバ油、アーモンド油、コムギ胚芽油、ヒアルロン酸、ローズコンクリー
ト、ローズオイル、ビタミン A,E

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、D パンテノール、ビタミン A,E

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、D パンテノール

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、ローズカニナ

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、ビタミン A、D パンテノール

自然なやさしく華麗なバラの香りをお楽しみください。

やさしい香りが心地よいリラックスへと導きます。

ローズオリジナル パルファム

￥5,300+ 税 LOT:1 W52×D60×H120 ㎜ 30ml

751-BPW-01



シャンプー ローズ ウィズ rose oil

￥2,400+ 税 LOT:1 W70×D35×H180 ㎜ 240ml

ローズウォーターとローズオイルの入ったシャンプー。痛ん

だ髪もしっとり滑らかにし、大切な髪の成分を守りながら汚

れをさっと包み込んでやさしく洗いあげます。

【使用方法】髪を濡らし , 適量を髪全体につけ、十分泡立てて

洗い、しっかりと洗い流してください。

クレンジングミルク ローズ ウィズ rose oil

￥3,300+ 税 LOT:1 W70×D35×H180 ㎜ 240ml

毎日のメイク落としで毛穴すっきり。ローズの香りも楽し

めます。マスカラもしっかり落とし、べたつきません。

【使用方法】手のひらに適量をとり、顔全体や首筋になじま

せ、指先でらせんを描くようにマッサージし、水かぬるま湯

で十分に洗い流します。

ローズ　クリームソープ

￥1,500+ 税 LOT:1 W65×D34×H85 ㎜ 100g

ローズウォーター入り全身用石鹸。クリーミーな泡立ちと

上品な香りで安らぎを与え、なめらか肌に整えます。

【使用方法】しっかりと泡立て、顔全体や首筋になじませま

す。泡でらせんを描くように汚れを落とし、水かぬるま湯で

十分に洗い流します。

シャワージェル ローズ ウィズ rose oil

￥2,800+ 税 LOT:1 W70×D35×H180 ㎜ 240ml

ジェル状のボディーソープです。身体全体の汚れをしっか

り落とし、保湿します。

【使用方法】水を含ませたスポンジにつけ、よく泡立ててお

使いください。その後しっかりと洗い流してください。

ジェットバスに適量入れて頂くと、泡風呂が楽しめます。

ボディーローション ローズ　ウィズ rose oil

￥3,700+ 税 LOT:1 W70×D35×H180 ㎜ 240ml

乾燥からお肌を守り、柔らかなみずみずしい肌へと導きま

す。アロマの香りでお肌をリフレッシュ。

【使用方法】入浴・シャワー後に適量を手にとり、全身にご

使用ください。

お問い合わせ

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

ブルガスカ・ローザ・カルロボJOY series　
初めてお使い頂く方にもおすすめしたいお手頃価格のシリーズ

ジョイシリーズ

Aroma Oil

ラベンダー　　　　\3,000+ 税

イランイラン　　   \4,300+ 税

グレープフルーツ   \2,400+ 税

オレンジ　　　　   \2,400+ 税

レモン　　　　　   \2,400+ 税

シナモン　　　　　\2,400+ 税

ゼラニウム　　　　\5,300+ 税

パイン　　　　   　\2,200+ 税

パチュリー　　　\4,800+ 税

バジル　　　　　\3,500+ 税

ユーカリ　　　　\2,400+ 税

751-BO-14

751-BO-15

751-BO-12

カーネーション ( クローブ )　\2,400+ 税751-BO-22

ティートゥリー　\2,800+ 税

スマック　　　　\2,600+ 税

シダー　　　　　\2,700+ 税

メンサ　　　　　\2,600+ 税

751-BO-19

751-BO-20

751-BO-16

751-BO-17

【成分】精油 100％ シトロネーラ　　  \2,400+ 税

カモミール　　     \20,000+ 税

ミルフォイル　     \7,500+ 税

ローズマリー　  　\2,800+ 税

セージ　 　          \3,600+ 税  751-BO-30

751-BO-26

751-BO-27

751-BO-33

751-BO-24

751-BO-25

751-BO-03

751-BO-04

751-BO-05

751-BO-01

751-BO-02

751-BO-08

751-BO-09

751-BO-06 ダマスクローズ（ローズオットー）

※価格は、都度問い合わせ　　　　　  

ローズウォーターにローズオイルを配合した、高い保湿力

が期待できるハンドクリーム。きつすぎないダマスクロー

ズの自然な香りと保湿成分がお肌を優しく包みます。

【使用方法】適量を手にとり、やさしくマッサージするよう

に手の指と甲に伸ばしなじませてください。

カモミールハンドクリーム

￥1,500+ 税 LOT:1 W165×D30×H40 ㎜ 50ml

カモミールエキスの高いリラックス効果や、保湿効果で手肌

に潤いを与え保護します。軽やかな塗りごこちでベタつか

ず、足のかかと等にも使用できます。

【使用方法】適量を手にとり、やさしくマッサージするように

手の指と甲に伸ばしなじませてください。

HAND CREAM

【主成分】牛脂脂肪酸 Na、ヤシ脂肪酸 Na、ダマスクバラ花水

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、D パンテノール

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、D パンテノール、ビタミン A,E

751-BR-12

751-BR-16

751-BR-17

デイリークリーム ローズ ウィズ rose oil

￥3,900+ 税 LOT:1 W68×D66×H66 ㎜ 50ml

肌の疲れを取り、リフレッシュ効果が期待できます。メイク

前にご使用下さい。べたつきがなく、すべての肌質、年齢に

関係なくお使い頂け、紫外線からお肌を守ります。

【使用方法】適量を手にとり顔や首筋に薄くなじませてくだ

さい。

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、ホホバオイル、ビタミン A,E

751-BR-18

751-BR-15

751-BR-14

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、D パンテノール

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、D パンテノール

ナイトクリーム ローズ ウィズ rose oil

￥3,900+ 税 LOT:1 W68×D66×H66 ㎜ 50ml

オールスキンタイプの夜用栄養クリーム。就寝前に肌全体に

伸ばせば皮膚への栄養供給と潤いを与えます。

【使用方法】適量を手にとり顔や首筋に薄くなじませてくだ

さい。

※アンズ核油 ( キョウニン油 ) は皮脂を調整し、毛穴を引き締め、きめ細やかな肌にします。

751-BR-19

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、アンズ核油、ビタミン A

アロマオイル（全 22 種）

￥2,200 ～ 20,000+ 税 LOT:1 W25×D25×H63 ㎜ 10ml 

ハンドクリーム ローズ ウィズ rose oil

￥1,500+ 税 LOT:1 W40×D30×H165 ㎜ 50ml

751-BH-02

【活性成分】ローズウォーター、ローズオイル、ビタミン F

ハンドクリーム　※6 本オーダーでテスター 1 本提供可能

【活性成分】カモミールウォーター

751-BH-03

ジョイシリーズは在庫終了後、リニューアル予定がございます。


