
ー満たすー 肌サプリスキンケア

Our Story
エレメンタルハーボロジーの創設者、クリスティ・シメサは鍼灸と栄養学を専門とし
たホリスティックのスペシャリストでありスキンケアのエキスパートです。
東洋思想のファイブエレメンツは“肌に影響を与える要素であるホルモン、ライフス
タイルと環境のバランスを整え、本来の調和を呼び覚ます”という思想があります。
その考えに基づいたスキンケア製品の開発がクリスティのビジョンとなり、エレメン
タルハーボロジーではユニークな原料や素材に着目した先端技術を取り入れてい
ます。そして、ナチュラルなスキンケアソリューションを提供する先駆的なフォー
ミュラをコンセプトに製品開発を行っています。

Your Selection
エレメンタルハーボロジーは環境、天候やライフスタイルで常に変化する肌の
バランスを整え、より活力に溢れ、輝きのある健康的な肌へと導く進化したスキン
ケアソリューションです。
エレメンタルハーボロジーとともにより美しい肌へ・・・・
より良いコンディションを維持して頂くためのあなただけのプロダクトセレク
ションを是非ご活用ください。

Five Elements

www.elementalherbology.jp

人は皆違った肌タイプです。肌のニーズやライフスタイルに合った成分が含まれ
ている製品を使うことが重要になります。それぞれのエレメント（要素）が意
味すること、そしてエレメンタルハーボロジーの製品があなたの肌タイプにどの
ように適しているのか “ ファイブエレメント ” をご参考にお選び頂けます。また、
2 つ以上のエレメントに該当する場合は、季節を通じてスキンケアを変える必要
があります。ベストな結果が得られるよう、別々のカテゴリーの製品を一緒に
お使いください。
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Daily Skin Care デイリースキンケア

STEP 1
Cleansing
クレンジング

STEP 3
Moisturizer
モイスチャーライザー

STEP 2
Serum
美容液
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Weekly Skin Care

STEP 1
Deep Cleanse
ディープクレンズ

STEP 2
Mask
マスク

STEP 3
Protect
プロテクト

ウィークリースキンケア

Earth 夏の終わり、変化や調和を表すエレメント。

肌が本来持つ輝きをさらに高めます。すべての肌タイプの方にお使いいただけます。
Radiance and Vitality

Metal 秋、収穫と蓄えを増やす素晴らしい時を表すエレメント。

潤いを与え、大人の肌にアプローチします。
Age Support

Fire 夏、躍動、暖かさ、最高潮エネルギーの象徴を表すエレメント。

肌を健やかに整え、オイリーに傾きやすい肌を、落ち着かせます。
Oil Control

Wood 春、成長、変化を表すエレメント。

混合に傾きやすい肌を健康的な状態へと整えます。
Balance

Water 冬、発育、冷静さを表すエレメント。

乾燥肌に潤いを与えます。
Moisture Replenish

敏感に傾きやすい肌を和らげ落ち着かせます。
Sensitive



Face Body

乾いた肌に適量を手に取り円を描くようにやさしくメイクや汚れと
なじませた後、水かぬるま湯で洗い流します。

朝晩の洗浄後、モイスチャーライザーの前にお使いください。適量を上に引
き上げるように顔から首になじませます。

朝晩の洗浄後、適量を顔から首になじませます。 適量を手に取り、やさしくマッサージするよう
にボディ全体になじませます。２～３プッシュ
湯船に入れてから入浴していただくことや
シャワー前にもお使いいただけます。
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クレンジング セラム モイスチャーライザー バス&ボディオイルスペシャルケア

肌の角質を柔らかく整え、メイクや汚れを
しっかり取り除く泡立つタイプのクレン
ザー。肌に活力を与え、肌をなめらかに整
えます。

Vital Cleanse - Resurfacing Facial Cleanser 

リサフェーシング
クレンザー

内容量：100mL  価格：¥10,500 +税

肌をなめらかにし、若々しく輝き
を与える美容液。肌色を明るく
整えます。

Cell Nourish Serum

ラディアンス
ノーリッシュセラム

内容量：30mL  価格：¥16,200 +税

肌に潤いを与え、穏やかに洗浄
します。ネロリ、ローズなどの
ラグジュアリーな香り。

Neroli & Rose Damask Body Wash 

N&R
ボディウォッシュ

内容量：290mL  価格：¥6,500 +税

濡らした肌に全身をマッサージ
するようにお使いください。その
後丁寧に洗い流します。

皮脂バランスを整えながら肌を
洗浄します。グレープフルーツ、
マンダリンなどの香り。

Grapefruit & Mandarin Body Wash 

G&M
ボディウォッシュ

内容量：290mL  価格：¥6,500 +税

濡らした肌に全身をマッサージ
するようにお使いください。その
後丁寧に洗い流します。

リッチで良質なオイルを豊富に含
むボディスクラブです。肌を保護
し、保湿しながら余分な角質を取
り除きます。

適量を手に取り、全身または乾燥
が気になる部分に上へ引き上げる
ようになじませます。そのまま2分
ほど放置するとより肌がなめらか
に整います。

Macadamia & Papaya Body Scrub 

M&P
ボディスクラブ

内容量：200mL  価格：¥10,800 +税

軽い泡立ちで、肌のバランスを整えるクレン
ザーです。メイクを落とすだけでなく、オイル
バランスを整え、毛穴の汚れを取り除きます。

Cool & Clear - Foaming Facial Cleanser

クール＆クリア
フォーミングクレンザー

内容量：100mL  価格：¥10,500 +税

肌に潤いとハリを与え、弾力
を保ち、引き締まった印象の
肌に整える美容液です。

Bio-Cellular Matrix Serum 

バイオセルラー
マトリックスセラム

内容量：30mL
価格：¥16,000 +税

乾いた肌に水分を補給し、しっと
りと潤いを与え、透明感と輝き
のある肌に整える美容液です。

Hyaluronic Plus Booster 

リプレニッシュブースター
インフュージョン

内容量：30mL
価格：¥30,800 +税

軽いつけ心地のモイスチャーラ
イザー。皮脂のバランスを整え、
毛穴を引き締めます。

Moisture Milk Ultra Light Moisturiser

ウルトラライト
モイスチャーミルク

内容量：50mL  価格：¥15,300 +税

肌に潤いとハリを与え、小じわ
が気にならない肌へ。

Cell Active Rejuvenation Moisturiser

アクティブ
モイスチャーライザー

内容量：50mL  価格：¥21,400 +税

肌の潤いを補いながらハリを与えます。
環境のダメージから肌を守り、肌の皮脂
のバランスを整えます。

Perfect Balance Moisturiser  SPF 12

パーフェクトバランス
モイスチャーライザー  SPF 12

内容量：50mL  価格：¥15,300  +税

植物の栄養豊富なオイルをふんだ
んに使用したリッチなクレンジング
バームです。

乾いた肌に適量を手に取りマッサージする
ようになじませた後、濡らした専用クロスで
きれいになるまでやさしくふき取ります。

Purify & Soothe
Facial Cleansing Balm

ピュリファイ＆スーズ
クレンジングバーム

内容量：75mL  価格：¥10,800 +税

洗浄後適量を手に取りお好みの
部分になじませます。

さらっとした感触で、清涼感を
与えます。肌を穏やかに落ち着
かせてくれます。

Watermelon & Cucumber Body Moisturiser

W&C
ボディモイスチャーライザー

内容量：240mL  価格：¥7,600 +税

リッチなオイルを豊富に含む
ハンドクリーム。潤いを与え肌
を保護します。

Hand Nutrition - Hand Cream

ハンドノーリッシング
クリーム

内容量：75mL  価格：¥5,800 +税

洗浄後適量を手に取りお好みの
部分になじませます。

穏やかに古い角質を取り除き、なめらかで明るい肌
に整えます。

洗浄後の乾いた肌に、適量を取り、円を描くようにやさ
しくマッサージします。数分後ぬるま湯で洗い流します。

Facial Glow Radiance Peel

フェイシャルグロウ
ラディアンスピール

内容量：50mL  価格：¥14,400 +税
肌の角質をなめらかに柔らかく
整えます。潤いを与え、輝く肌へ
導きます。

Vital Glow Overnight Resurfacing Cream

バイタルグロウ
ナイトクリーム

内容量：50mL  価格：¥19,800 +税

乾いた肌に潤いとハリを与える
モイスチャーライザー。1日中、
潤いが続きます。

Cell Plumping Moisturiser SPF 8

プランピング
モイスチャーライザー  SPF8

内容量：50mL  価格：¥16,000 +税

乾燥した肌に潤いを与え、小じ
わを目立ちにくくします。肌を引
き締めハリを与えます。

Facial Soufflé Overnight Cream

スフレ
ナイトクリーム

内容量：50mL  価格：¥17,100 +税

目元を引き締めハリを与え、すっきりとした印象の目元
に整えます。

朝晩の洗浄後、適量を手に取り目の周りの骨ラインに
そってやさしくなじませます。

Eye Elixir - Eye Cream

エイジサポート
アイクリーム

内容量：15mL  価格：¥15,600 +税

過剰な皮脂や汚れを取り除き、潤いを与える、ディープ
クレンジングマスクです。肌色を明るく整えます。

洗浄後の乾いた肌に、適量を塗布し、１０分後ぬるま湯
で洗い流します。

Facial Detox Purifying Face Mask
ピュリファイングマスク

内容量：75mL  価格：¥10,100 +税

すべての肌タイプ

敏感

乾燥

エイジング

オイリー

混合 皮脂バランスを整えながらメイクや汚れ
をしっかり取り除くオイルタイプのクレ
ンザーです。

Harmonising Cleanse Facial Cleansing Oil

ハーモナイジング
クレンジングオイル

内容量：100mL  価格：¥10,500 +税

洗浄後適量を手に取りお好みの
部分になじませます。

肌にたっぷりと潤いを与え、穏
やかに落ち着かせてくれるボ
ディクリームです。

Mandarin and Geranium
Hand and Body Cream

M＆G
ハンドアンドボディクリーム

内容量：300mL  価格：¥7,200 +税

肌に潤いを与えしっとりと整える
ボディオイルです。

Wood Rejuvenation Bath and Body OIl
ウッドリジュボディオイル

内容量：145mL  価格：¥7,200 +税

肌を健やかに保ち、ハリ、つや
のある肌へ整えるボディオイル
です。

Fire Zest Bath and Body Oil
ファイヤーゼストボディオイル

内容量：145mL  価格：¥7,200 +税

肌の潤いを与え、しなやかに保つ
ボディオイルです。

Earth Balance Bath and Body Oil
アースバランスボディオイル

内容量：145mL  価格：¥7,200 +税

肌の潤いを与え、しなやかに保つ
ボディオイルです。

Metal Detox Bath and Body Oil

メタルピュリファイング
ボディオイル

内容量：145mL  価格：¥7,200 +税

肌に潤いを与え、しっとりとなめ
らかな肌に整えるボディオイルで
す。

Water Soothe Bath and Body Oil
ウォータースーズボディオイル

内容量：145mL  価格：¥7,200 +税

ふんだんに潤いを与え、なめらかで柔らかな唇へと導
くリップ用バームです。

適量を手に取り唇にやさしくなじませます。
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lip nourish - plumping lip balm
ノーリッシュリップバーム

内容量：12mL  価格：¥4,900 +税

肌に活き活きとした輝きを与えながらメイ
クや汚れを取り除くクレンザー。しっとりと
洗い上げ、輝きのある肌へ。

Bio-Cellular Super Cleanse
エイジサポートクレンズ

内容量：125mL  価格：¥9,500 +税

頭皮、毛髪にうるおいを与えな
がらしっとりと洗い上げるシャ
ンプーです。

Shiny Locks Shampoo

シャイニーロックス
シャンプー

内容量：267mL  価格：¥5,600 +税

髪と地肌をよくぬらしてから適
量を髪全体に指先でマッサージ
するようにつけ、その後よくすす
ぎます。

頭皮、毛髪にうるおいを与え、
つやのある輝く髪へ整えます。

Hair Soufflé Conditioner

ヘアースフレ
コンディショナー

内容量：267mL  価格：¥5,600 +税

シャンプーの後、適量を頭皮か
ら髪先までマッサージし塗布、
３分間放置します。その後よくす
すいでください。

運動前後におすすめな温感
バームです。すっきりと肌を整
えます。

Muscle Melt Balm
メルトバーム

内容量：50mL  価格：¥8,000 +税

少量を手に取り、気になる箇所に
なじませます。運動の前後やデス
クワークの方におすすめです。使用
後は手を洗って下さい。


