
天然ジェル美容液

Natural aroma cosme

あの が、バージョンアップ！

リニューアル

ダマスクローズ精油配合
日本初　ハワイ海洋深層水ベース

30種類の植物エキス配合 海藻由来ジェル使用

合成界面活性剤、合成防腐剤、鉱物油、合成香料、合成色素、合成ポリマー

もちろん、 完全無添加。（100％天然由来成分使用）

石油化学系合成成分を排除して素肌を守ります。

ローズプリンセスが

美肌力をアップして

生まれ変わりました。

よりナチュラルに

より芳しく

よりしっとりと。

ローズプリンセス

植物エキス抽出の溶剤が、ＢＧ使用から
全て植物由来アルコール使用になりました。

従来品では少しまったりとした感触のジェルが
やわらかでなめらかな感触になりました。芳しい薔薇の香りを、さらに引き立たせました。

ローズマリー、メリッサ、セージなどの西洋ハーブエキスと、
オウゴン、ブクリョウ、タイソウなどの和漢植物エキスを、あわせて 30 種類。
女性の肌にとても効果的な植物を選りすぐりました。

植物の力と海のミネラルの相乗効果で美肌力をアップ！
乾燥、クスミ、肌荒れなど、ストレスや加齢による肌のトラブルを防ぎ、
透明感のあるキメ細かい肌へと整えます。

まずはお試し頂けます量と価格に。
１本のご使用期間を短く、
常に新鮮なうちにお使い切り頂けますように。

コーヒーやお茶に使われる袋を採用しました。

遮光性があり外気をシャットアウトしますので、
元々はコーヒーやお茶の香りと新鮮さをキープし、
紫外線や湿気を遮断して中身の変質を防ぐために作られたものです。
よりフレッシュな形でローズプリンセスをお届けしたい
という思いで用いました。

100ml　6510 円（税込）から　
　　　　60ml　3990 円（税込）へ。

今までの樹脂製のエアレスボトル容器を、
再生可能なガラス製のボトル容器にしました。
（小さなエコを考えて）
容器がエアレス式から通常のポンプ式になり、
植物成分による防腐効果を高めました。

植物エキス抽出

テクスチャー

植物エキス 植物エキスが　 種類になってパワーアップ。30

容量・価格

ここが変わりました。

天然ジェル美容液

Natural aroma cosme

あの

30 種類の植物エキス配合

ローズプリンセス
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ 自然派アロマコスメ  ローズプリンセス 

   

   

     

 

 

 

ローズプリンセスは、 

ハワイ島海洋深層水と 30 種類の植物エキスとダマスクローズ精油から生まれた自然派アロマコスメ。  

たっぷり配合した天然成分が素肌に栄養を届け、本来の『美しくなろうとする力』を引き出します。 

植物の力と海のミネラルの相乗効果で、美肌力をアップ！はり、ツヤ、うるおいをアップ！ 

 

100%天然由来成分使用。 

合成界面活性剤、合成防腐剤、鉱物油、合成香料、合成色素、合成ポリマー、もちろん完全無添加。  

石油化学系合成成分を排除して素肌を守ります。 
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ ローズプリンセスって？ 

     

 

自然の美肌成分がたっぷり！ 天然ジェル美容液 

 
無農薬栽培ダマスクローズ精油、日本初・ハワイ島海洋深層水ベース、和漢薬草＆西洋ハーブを 30 種類配合。 
肌本来の機能を取り戻させてくれる自然の恵みがたっぷりの自然派アロマコスメです。  

乾燥、クスミ、肌荒れなど、ストレスや加齢による肌のトラブルを防ぎ、透明感のあるキメ細かい肌へと整えます。  

植物の力と海のミネラルの相乗効果で、美肌力をアップ！はり、ツヤ、うるおいをアップ！ 

 

100%天然由来成分使用。 

石油系合成界面活性剤 合成防腐剤 合成ポリマー 鉱物油 合成香料  合成色素 もちろん完全無添加です。 

石油化学系合成成分を排除して素肌を守ります。 

 

定価 60ml 3990 円（税込）   

                                                  JAN コード 4571199310103 

 

肌にも環境にもやさしいコスメでスキンケア 
 

天国のバラ  ピュア・ダマスクローズ精油を配合 

古くから世界中の女性に愛され、美を作り続けてきた薔薇の力。 

中でもダマスクローズは、香り高く、その精油は多量の花弁から僅かな量しか採取できないため、とても貴重です。 

ダマスクローズの精油は、毛細血管の弾力を高め肌細胞の成長を促しシミやシワにも効果的と言われています。 

無農薬栽培ダマスクローズ精油とローズウォーターを配合しました。 

薔薇の花約 150 輪分の香りがぎゅっと詰まっています。 

優美な香りで心まで華やかに！  

ダマスクローズは、ハワイで『天国の薔薇（ロケラニ）』と呼ばれる薔薇のルーツでもあります。  

 

ハワイ島カイルア・コナの海洋深層水がベース 

日本初、ハワイ島・カイルアコナ沖の水深 915ｍに眠る海洋深層水を 100%ベースに使いました。 

大自然の美しさを維持し続ける素晴らしい地からの至高の恵みです。 

2000 年もの永い時をかけて世界の海底を旅した水は、天然のミネラルをたっぷり含んでいます。 

 

海の恵みと植物の恵みをふんだんに 

薬草や香草と呼ばれる薬用植物たち。 

エジプト、ギリシャ、ローマ、インド、中国など、古くから世界中で利用されてきました。 

石油化学系合成成分ではなく、長い歴史を持つ植物の力で安心スキンケアを。 

ローズマリー、セージ、メリッサなどの西洋ハーブエキスと、オウゴン、ブクリョウ、タイソウなどの和漢植物エキス、 

女性の肌にとても効果的な植物を選りすぐりました。 

あわせて 30 種類の植物の力と海のミネラルが、肌に栄養を届け、本来の『美しくなろうとする力』を引き出します。 
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肌へのやさしさ  完全無添加 ＆ 100%天然由来成分使用 

安心で安全な成分にこだわりました。 

石油系合成界面活性剤 合成防腐剤 合成ポリマー 鉱物油 合成香料 合成色素 すべて無添加です。 

植物エキス抽出溶剤にまでこだわり、石油系溶剤ではなく植物性アルコールを使用。 

防腐効果には合成防腐剤ではなく、レウコノストックダイコン根発酵液など 3 種の植物エキスを使いました。  

旧表示指定成分の防腐剤および、旧表示指定成分に指定されていない防腐剤（ベンチレングリコール、ＢＧ、 

フェノキシエタノールなどの多価アルコール系の成分）も、一切使用していません。 

化粧品の成分表示を理解するのはとても難しいものです。 

だからこそ、ローズプリンセスは、しっかり天然由来の成分のみを使いました。  

 

海草由来成分による ぷるぷるジェル 

自然の成分でジェルのぷるぷる感を作りました。 

石油系の増粘剤・合成ポリマー（カルボマーなど）を使用せず、海藻由来のナチュラルなジェルです。 

皮膚呼吸を妨げることなく、肌にやさしく保護膜を作り保湿力を保ちます。 

 

肌と自然を繋ぐ  

自然は偉大で、素晴らしい力を持っています。 

例えば、森や花の草原や海辺で深呼吸をすると、環境やストレスによって悲鳴をあげている心が自然と調和して 

ほっと解きほぐされ、身体も元気になります。 

肌も同じです。 

上質な天然の美容成分で抱きしめて、本来のみずみずしさを目覚めさせてあげて下さい。 

 

愛と美の女神・ヴィーナスが海の白い泡から生まれ出た時に薔薇も共に誕生した という美しい物語があります。 

伝説の誕生から数千年の時を旅をした神秘の水は、現代のヴィーナスにも新しい物語を産み出してくれるはず。 

海と薔薇のやさしい力を、今と未来の素肌のために。   
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ 全成分 

      

植物の力と海のミネラルの相乗効果で、 

美肌力をアップ！はり、ツヤ、うるおいをアップ！ 

 

ローズ精油、ハワイ島海洋深層水に加えて、 

ローズマリー、メリッサ、セージなどの西洋ハーブエキスと、 

オウゴン、ブクリョウ、タイソウなどの和漢植物エキスを、あわせて 30 種類。 

女性の肌にとても効果的な植物を選りすぐりました。 

 

肌本来の機能を取り戻させてくれる自然の恵みがたっぷり。 

乾燥、クスミ、肌荒れなど、ストレスや加齢による肌のトラブルを防いで、 

みずみずしく透明感のあるキメ細かい肌へと整えます。 

水（ハワイ島カイルアコナ海洋深層水） グリセリン 乳酸Ｎａ マカダミアナッツ油 カラギーナン 

ローズマリーエキス グレープフルーツエキス レウコノストックダイコン根発酵液 コムギ胚芽油 

スクワラン（オリーブ） ダマスクスバラ花水 エイジツエキス ブクリョウエキス アロエエキス 

キウイエキス タイソウエキス セージエキス オウゴンエキス ダマスクスバラ花油  

カノコソウエキス メリッサエキス オウバクエキス オウレンエキス カワラヨモギエキス  

セイヨウサンザシエキス オタネニンジンエキス ソウハクヒエキス ドクダミエキス  

クマザサエキス ボタンエキス ダイズエキス チンピエキス ビワ葉エキス ノバラエキス  

ニガリ エタノール（植物エキス原料抽出時のキャリーオーバー分） 

 

  ・お肌に異常がある時、お肌に合わない場合は、ご使用をおやめ下さい。 

  ・開封後は蓋をしっかり閉めて冷暗所に保管し、お早めにご使用下さい。 

  ・植物の力は植物で保ちます。 

   防腐作用には、レウコノストックダイコン根発酵液など 3 種の植物エキスを使用しています。 

  ・植物エキス抽出には、石油系溶剤を使わず、全て植物由来アルコールを使用しています。 

  ・お客様に常に新鮮な製品をお届けするため、小ロットで丁寧に製造致しております。 

 

  由来など 一般的に期待される作用 

水 ハワイ島カイルアコナ海洋深層水 
溶剤 天然ミネラルを 

豊富に含みます。 

グリセリン    植物由来（ヤシ油） 保湿 保水 保護 

乳酸Ｎａ   植物由来（サトウキビ 発酵） 
保湿   

NMF 成分（天然保湿因子） 

マカダミアナッツ油 ヤマモガシ科   

保湿 保護 

皮脂に含まれる、 

パルミトレイン酸を多く含み 

肌になじみやすく、 

乾燥から守ります。 

カラギーナン  海藻由来 増粘 保湿 ミネラル 
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ローズマリーエキス シソ科   
防腐 抗酸化 保湿  

抗菌 収れん 血行促進 

グレープフルーツエキス ミカン科   
保湿 防腐 抗菌   

収れん 皮膚柔軟化 

レウコノストックダイコン根発酵液 アブラナ科   防腐 抗菌 

コムギ胚芽油 イネ科 小麦の胚芽 植物性セラミド 細胞間脂質補助 保護  

スクワラン（オリーブ） モクセイ科 植物性スクワラン 保湿 保護 

ダスクスバラ花水 バラ科 ダマスクローズウォーター 保湿 収れん 美白 

エイジツエキス バラ科  
営実 ノイバラ（ヤマハマナス）の

果実  ローズヒップ 

美白 抗酸化 収れん  

保湿 皮膚細胞活性  

ブクリョウエキス サルノコシカケ科 茯苓 
保湿 消炎 皮膚再生  

リンパ循環促進 

アロエエキス ユリ科   保湿 保水 消炎 皮膚柔軟 

キウイエキス マタタビ科   美白 収れん 皮膚柔軟 

タイソウエキス クロウメモドキ科 大棗（ナツメ） 
保湿 消炎 鎮静 

皮膚細胞活性 

セージエキス シソ科  消炎 鎮静 抗菌 血行促進 

オウゴンエキス シソ科 コガネバナ 根 消炎 抗菌 保水 

ダマスクスバラ花油 バラ科 ダマスクローズ精油 
天然香料 保湿 収れん 

消炎 美白 

カノコソウエキス オミナエシ科 吉草根 バレリアン 消炎 収れん 鎮静 

メリッサエキス シソ科 レモンバームの葉 収れん 鎮静 保湿 消炎 

オウバクエキス ミカン科 黄柏 キハダの木の皮 収れん 抗菌 消炎 

オウレンエキス キンポウゲ科 黄連 根茎 消炎 抗酸化 抗菌 

カワラヨモギエキス キク科   
消炎 収れん 抗菌  

血行促進  

セイヨウサンザシエキス バラ科  
保湿 収れん 血行促進  

抗菌 美白 鎮静 

オタネニンジンエキス ウコギ科 高麗人参 血行促進 保湿 消炎 

ソウハクヒエキス クワ科 桑白皮 美白 消炎 

ドクダミエキス ドクダミ科   消炎 収れん 抗菌 

クマザサエキス イネ科   消炎 保湿 抗菌  

ボタンエキス ボタン科 ボタンの根の皮 
消炎 抗酸化 保湿  

血行促進 抗菌 

ダイズエキス マメ科   保湿 美白 皮膚細胞活性 

チンピエキス ミカン科 陳皮 血行促進 消炎 

ビワ葉エキス バラ科   消炎 保湿 収れん 抗菌 

ノバラエキス バラ科  保湿 収れん 天然香料 

ニガリ     天然ミネラル 

エタノール   植物デンプン由来 
※ 植物エキス原料抽出時

のキャリーオーバー分 
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ 天国の薔薇 

   

 

天国のバラ  

100％ピュア ダマスクローズの精油（ローズオットー）と芳香蒸留水（ローズウォーター）を配合しました。 

古くから女性の美を作り続けてきた薔薇の力 

古代から世界中の女性に愛され、美しさをサポートしてきた薔薇の力。  

中でも、オールドローズのひとつであるダマスクローズはたいへん香り高く、その精油（エッセンシャルオイル）は 

たいへん貴重なことで知られています。 

アロマテラピーでおなじみのダマスクローズの精油は、毛細血管の弾力を高め、肌細胞の成長を促進しますので、 

乾燥や炎症、シミやシワにも効果的と言われています。  

甘く優美な香りは、心を高揚させ幸福感をもたらします。 

ローズプリンセスには、ひとつひとつ手摘みされた花弁約 150 輪分のエッセンスが詰まっています。  

 

ダマスクローズが花をつけるのは年に一度。5 月初旬から 6 月初旬の約 40 日間といわれます。 

この時期の薔薇園は、一面優美な香りに包まれます。 

わずかな時期だけに得られるダマスクローズの蕾や花弁を、日が高くなり太陽の熱で芳香成分の蒸発が進むの 

を避けるため、夜明け前に摘んで水蒸気蒸留します。 

こうしてダマスクローズの花を水蒸気蒸留することによって抽出するローズ・オットー・オイルと、同時に抽出される 

ローズウォーターは、女性の心身に穏やかに働きかけてくれます。 

天国の薔薇、ロケラニ 
ハワイで『天国のバラ』と呼ばれレイにも使われる、LOKELANI（ロケラニ）は、loke＝薔薇 lani ＝空、天国という 

意味を持つ、桃赤色の八重咲き薔薇。     

そのはじまりとなった『幻の八重咲きのピンクの薔薇』は、実はダマスクローズのことです。       

キリスト教の宣教師がハワイに渡った際、教会の庭にダマスクローズを植えて、『天国のバラ』と呼びました。 

当時はダマスクローズのレイも見ることができたそうです。 

その後ダマスクローズに替わって、ハワイの気候で育てやすい四季咲きのチャイナローズ（ロサ・キネンシス）が 

 『ロケラニ』と呼ばれるようになったため、現在のハワイでは、ダマスクローズは『幻の薔薇』と言われます。 

天然の薔薇の香り 

天然の薔薇を使ったローズプリンセスの香りはとてもデリケートです。 

天然の植物の香りであるため、同じ産地の同じ植物であっても、年によって気候によって収穫する日のお天気に 

よっても、花の香りは微妙に変わります。 

生産ロット毎に香りが異なることがありますが、ご了承下さい。 

ワインと似ているとお考え頂きますとご理解頂きやすいかと存じます。   
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ ハワイ島海洋深層水 

     

 

ハワイ島カイルア・コナ海洋深層水  

ジェルにとって、水はとても大切な成分です。 

『美しく上質な水』を求め選び、ハワイ島カイルア・コナ沖の海洋深層水を 100%ベースに使用しました。 

2000 年もの永い時をかけて世界の海底を旅した水です。 

   

2000 年の歳月をかけて海底を旅する。海洋大循環 

地球の 70%以上を覆っている大海原、その遙か海面下の太陽光がたどり着かない深海の世界に、 

人類の未来を担う力に満ち溢れた海洋深層水が横たわっています。 

一般的には、水深 200 メートル以深にある海水を海洋深層水と言います。 

海洋深層水は、生物活動が盛んな表層水とは異なり、植物性プランクトンや海藻が光合成を行えないため、 

カルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなどの天然ミネラルや必須微量元素を豊富に含んでいます。 

 

200 メートル以深の海には光が届かないため水温が低く、冷たい海水と暖かい海水の間に比重の差ができます。 

深層水は表層水に混ざり合うことなく、海底を這うように循環します。 

これを地球規模で海洋大循環と言います。 

 

旅の始まりは、グリーンランド沖。 

グリーンランド沖で冷された表層水が凍結しはじめます。 

しかし、氷点の違いから凍ったのは純水のみ。 

取り残された塩分とミネラルを含む周辺の海水は比重が大きくなり、『プルーム』と呼ばれる直径数百メートルの 

柱のような流れ（下降流）となり、海底に向け一気に沈み込み、深層水となります。 

この深層水が北米大陸の大陸棚に沿って大西洋を南へと下って、さらには同様にウェッデル海で沈み込んだ 

深層水と合流します。 

そして今度は、南極大陸に沿うように進み、オーストラリアやニュージーランド沖を経て太平洋を北上します。 

こうして 2000 年の歳月をかけて光のない海底を旅した深層水は、ハワイ沖で水深 5000m の海底火山にぶつかり 

一気に立ち上り、表層水へと変わります。 

冷たく清らかな深層水は、表層水となり再び永い歳月を辿ってグリーンランドへと帰って行きます。 

ハワイ島海洋深層水の、低温安定性と清浄性と富栄養性 
１９７０年代後半、表層水と深層水の温度差を利用してエネルギーを生み出そうという本格的な試みが、 

ハワイ自然エネルギー研究所（ＮＥＬＨＡ）で始まりました。 

 

ハワイ島カイルア・コナ沖では、海洋大循環によって形成される海洋深層水を、水深 915ｍから取水しています。 

 

海洋深層水の特徴は、『低温安定性・清浄性・富栄養性』。 

温度や塩分濃度の違いから表層水と混ざり合うことなく長い年月を過ごすため、周年にわたり低温で、水質が 

安定しています。 

ハワイ海洋深層水は年間を通じて４℃と言われています。 

表層水と混じり合うことがないため海洋性細菌が極めて少なく、産業排水や生活排水などの陸水、大気汚染にも 

さらされないことから、有害な微生物や一般細菌などもほとんど含まれません。 

太陽光が届かない深海では光合成が行われず、光合成生物による栄養塩類の消費がないため栄養塩類が 

豊富に含まれています。 
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カイルア・コナの海洋深層水は、利用する企業（工場）毎にそれぞれそのまま使われたり脱塩されたりしますが、 

中でもこの海洋深層水は、従来の濾過式脱塩法ではなく、ミネラルを失うことなくそのまま残した形で脱塩を行う 

特殊な脱塩方法を利用しています。 

『ローズプリンセス』には硬度 250 の海洋深層水を使用しています。 

2000 年もの永い時をかけて世界の海底を旅して北大平洋のまん中のハワイにたどり着いた海洋深層水。 

暗い深海の奥低で輝く、神秘の水。 

この水が眠るカイルア・コナ沖はハワイ州で水質基準最高ランクＡＡに指定されています。 

大自然の美しさを維持し続ける素晴らしい地からの至高の恵みです。   
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ 海藻由来の天然ジェル 

   

 

天然ジェル  

ローズプリンセスに含まれる多くの植物性成分。 

大切な植物の力を守るために、ジェルベースにこだわりました。 

ジェル製品に使用される増粘成分 

ジェルのぷるぷる感やすべすべ感は、どのようにして作り出されるのでしょう。 

 

通常、ジェルのベースには、増粘成分を配合します。 

最も多く使用されるのは、ポリアクリル系増粘剤（合成ポリマー）のカルボマー（カルボキシビニルポリマー）や 

ポリアクリル酸 Na などの増粘成分。 

石油系の合成化合物です。 

 

天然のジェルベースの製造に取り組むことは、技術的にもコスト的にも大変なこと と言われています。 

そのため、ポリアクリル系の化合物を使用することが多いのです。 

ところが、この合成ポリマーという成分は塩分に弱く、塩分に触れると瞬く間に溶けて液化してしまいます。 

乾燥した後には白い沈殿物が残留します。 

この現象は肌の上でも起こると考えられます。 

汗の中に含まれる塩分に反応して、ジェルが皮膚の上で溶けて液化するのです。 

高度な技術から生まれた天然成分によるプルプル感 
そこで、開発者の長い期間の研究と高度な技術から生まれたのが、『天然海藻ジェル』です。 

天然の海藻から抽出した多糖類を利用して、ジェルのぷるぷる感を作ります。 

安心かつ効果的なジェルベース『天然海藻ジェル』は、塩分に溶けてしまうことがありません。 

塩分の影響を受けず皮膚呼吸を妨げることもなく、肌にやさしく保護膜を作り保湿力を保ってくれます。 

他の美容成分を保持する力もぐんと増しますので、効果を逃がしません。 

もちろん、ジェルの海藻成分そのものに含まれる栄養分も肌に有効的に働きかけます。 

 

ローズプリンセスは、この『天然海藻ジェル』をベースにしています。   
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ 美肌力 UP! ご使用方法 

☆ 美容液としてお使い下さい。 

☆ 化粧水や乳液としての働きも兼ね備えていますので、これだけでお手入れ。 

☆ あるいは、今お使いのラインにローズプリンセスを１アイテム加えて下さい。 

☆ マッサージジェルとしてスペシャルケアにお使い下さい。 

 

 

 

ローズプリンセスを、お肌のスペシャルケアにお使い下さい。  

軽い感触のジェルタイプで、ベタつかずなめらかに浸透します。  

おすすめのご使用方法を試して頂きますと、効果が全然違います。 

朝晩、まずは 2 週間、続けてみて下さい。  

 

朝、メイクの前に 

  ○ 少量（小豆つぶほど）を手に取り、お顔にのばして、よくなじませて下さい。  

     乾いてからメイクをして下さい。  

  ○ 1 本で、美容液、化粧水、乳液としてお使い頂けます。  

 

 

夜、スペシャルケアに 

10 プッシュでマッサージ 

  ○ たっぷり（小さじ半＝10 プッシュほど）手に取りお顔全体にのばして、パックシートで包んで下さい。 

  ○ そのままお風呂に入って、数分置いたら洗い流して下さい。  

  ○ お風呂あがりに、もう一度小さじ１ほどをお顔全体にのばして、マッサージをして下さい。  

  ○ デコルテや、ひじ、ひざ、かかともマッサージしましょう。  

  ○ たっぷりと潤いを補給した肌は、翌朝、ぷるんぷるんに。 
 

 

 

全身のお手入れにも 

  ○ ボディケア、ハンドケア、フットケア、髪や頭皮、男性のひげそり時にもおすすめです。  

  ○ やさしい素材、やさしい感触ですので、赤ちゃんのお肌、特におむつかぶれや沐浴後のお手入れや 

     ベビーマッサージなどにもおすすめです。  

 
※ジェルが出にくい場合またはかたいとお感じの際は、瓶を少し振ってからお使い下さい。ジェルがやわらかくなります。 

   
 

 

ローズプリンセスは、 

ハワイ島海洋深層水と 30 種類の植物エキスとダマスクローズ精油から生まれた自然派アロマコスメ。 

たっぷり配合した天然成分が素肌に栄養を届け、本来の『美しくなろうとする力』を引き出します。 

植物の力と海のミネラルの相乗効果で、美肌力をアップ！はり、ツヤ、うるおいをアップ！ 

 

100%天然由来成分使用。 

合成界面活性剤、合成防腐剤、鉱物油、合成香料、合成色素、合成ポリマー、もちろん完全無添加。 

石油化学系合成成分を排除して素肌を守ります。 
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ メディア掲載 

セラピスト 

2006.5 月号 

 

CONSCIOUS 

VOL.2 

 

ハワイアンドレス＆雑貨 

カタログ 2006 

 

Kathy Mom 

春号 

 

FLipper 

NO.31 

 

BY THE SEA 

2005 秋号 

 

TRINITY 

春号 

 

Lani Hawaii 

18 号 

 

素敵なフラスタイル 

春号 

 

ALOHA EXPRESS 

NO.79 

 

セラピスト 

4 月号 

 

オーシャンライフ 

5 月号 

 

島へ。 

第５刊 

 

お取り寄せビューティ 

中嶋マコト著 

 

マリ・クレール 

2007・10 月号 

 

アロマコーディネーター 

協会 編著 
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ お客様のご感想 

      

 

お客様から頂きましたご感想をご紹介します。 

 

実に各種のエッセンスが配合されており、びっくりしました。 

ダマスクローズのエレガントな香りといい、カイルアコナの深層水といい、 

全てが溶け合って、肌にスムースに馴染んでとても気持ち良く使っています。 

 

コナ海洋深層水 100%というのはいつでもハワイにいるようで、魅力大です。 

使い心地はさらっとしているのに、肌の中はしっとりしている感じ。 

自然な香りが気に入りました。 

 

あごの周りなどにできていたニキビが治っていたので驚きました！ 

海水のミネラル分がよかったのかな。 

 

Aloha ジェル本当にいい感じです！ 

夜つけて寝て、朝顔洗う時、プルっとまだしっかりついていた感じがあって、 

成分がしっかり肌にパック状態で栄養と保湿してくれている感じがします。 

しかもスベスベのサラサラだからとっても気持ちがいい！ 

 

あまりにも減らないので、以前から気になっていた、 

ひざ下の、がさがさくすみ…に毎日ぬってみたところ、 

黒ずみも薄くなり気にならなくなりました。 

 

肌に浸透する、というのはこのことだ！と一回目の使用から実感しました。 

1 プッシュでしっかりのびて潤ってくれるので長持ちしそう。 

手のひらを頬にあてるとすいつく（？！）感じでしょうか。 

容器も可愛いし、お気に入りです。 

 

伸びが良いので、しばらくマッサージすることが出来ます。 

使い始めて 2 週間くらいなのですが、くすみがなくなってきたような。 

ハワイ好きの私はコナ海洋深層水が入っているだけでしあわせっ！ 

すーっと肌に浸透した後は、ピンと張りが出ますね。 

 

ベタベタ感は全くなく、潤い効果が抜群です。つけるとき、ひんやり感があります。 

ハワイの海洋深層水に、ハーブや果物のエキスが詰まったエッセンスで、 

香りは天然ローズ。乙女チックな内容と商品名に心をくすぐられました。 

 

少量でものびが良くて、とてもリッチな感じですね。 

薔薇の香り好きな私には嬉しい限りです。 

 

 

やわらかい香りなので、きつい香料の苦手な私にとっては使いやすい点でした。 

自然な成分なのが選んだ理由なのですが、しっとりした塗り心地が気持ち良いです。 
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塗った後も潤いが長く続いていて、日中の乾燥が気にならなくなりました。 

 

朝までその効果が続く美容液は初めてです。肌が若返った感じです。 

 

刺激感もないし匂いもきつくなく、心地よいバラのいい香りでとても気にいってます。 

1 プッシュですーとのび、もっちり＆しっとりのお肌になります。 

一晩経って朝起きてみても乾燥することなく保湿感バッチリでした！ 

 

なによりもすばらしいのは、美白効果。肌の色が一皮むけたように明るくなった。 

シミが薄くなってきたような気がしています。 

 

ローズのエッシェンシャルオイルが入っていてこの値段と量は安いと思います。 

翌朝の洗顔の時のプルプル感に感動しました。乾燥肌の私はとても助かってます。 

 

女の子はバラの香りが好きな方がホントに多いと思います。 

つけた瞬間不思議な感触で浸透していきます。付け心地は、ふわふわ潤う(？)感じ。 

 

化粧水+乳液+美容液が一体化の割には、値段が安かった！ 

しかも、サイズが大きい！ 

環境に優しい商品が好きな私にとっては、箱なし簡単包装というのもポイントが高い。 

最近は、もったいないので、付けた後の手をちょっと濡らして、髪にも付けてます。 

以前は頻繁にできていた吹き出物も少なくなってきたように感じます 

 

使用感もべたつかずサラッとしているのにしっかり保湿されて、ビックリしました。 

肌に優しい成分やミネラルが肌にスッと入っていくのが感じられました。 

しっかり潤いが持続して、時間が経っても肌がプルプルでした！ 

 

初めてつけて日に「WOW！！」素敵なプルプルプル感で驚きました。 

そして次の日の朝、またまた「WOW！！」顔を洗った時の肌のプルプル感... 

まだまだ持続中。香りも優しいローズでラブリーな気分でおやすみなさいしています。 

 

使ったそのときから一晩しっとり感が続いて、お肌が生き生き保たれているようなので 

気に入りました。 

なんといっても、バラの香りで、優雅な気分になれるのも、女性として最高です。 

自然なもののおかげで肌へも刺激がないのもホントいいですね。 

 

肌にのせる時にも、ついつい深呼吸してしまいます。 

こだわりの自然派化粧品というのがお気に入りです。 

 

お庭に咲いた薔薇の香りのようで、くらっっときてしまいました（笑）。 

洗顔後に、これだけつけています。 

濃厚なジェルで、しっかりついた感じなのに、すぐさらっとして肌にしみ込みます。 

 

肌にのせたとたんに、フワ～っと広がる香りにまずうっとり！  

そしてするするっと潤いが肌に染みこんでいきます。 

優しくパッティングしていると、ほっぺたが引きつけられるように持ち上がります。 
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ 企画開発者よりごあいさつ 

 

 

 

 

 

ローズプリンセスの企画にあたって 
 
2000 年から、アロマテラピーの講師をさせて頂き、講座にお越し下さいます皆さまと一緒に手作りコスメを 

作るようになりました。 

また、オーガニック季刊誌でキッチンコスメの講座を持たせて頂いたり、記者として安全な成分で作られた 

コスメの取材にも伺わせて頂くようになりました。 

こうした勉強の過程で、多くのコスメに配合されている石油化学系の合成成分が女性のデリケートな肌に 

深刻な影響を及ぼす様々なケースを知りました。 

 

使い心地はもちろん大切ですが、合成界面活性剤などによって肌の組織が壊され、常にたくさんの種類を 

塗り続けなければ肌がきれいに見えない というものよりも、時間がかかっても肌を健康な状態に戻す助け 

になってくれて、「素顔でいたい」と思わせてくれるコスメの方が、何倍も魅力があるように思えました。 

 

また、子供の頃アトピー症状があった私は大人になっても肌が敏感で、お化粧品によって痒みやプツプツが

出ることがしばしばありました。 

それはその時の体調のせいばかりではなく、お化粧品に含まれる様々な化学合成成分が原因では と、 

年々感じるようになりました。 

 

安心して私自身も使いたいと思うことができるスキンケア品を作りたい、合成防腐剤の代わりに植物成分を、 

合成ポリマーの代わりに海藻成分のジェルを、そして、ローズの精油とハワイ海洋深層水の効果を加えて、 

たっぷりと植物エキスも配合して と、夢を描くようになりました。 

 

素晴らしい技術を持たれる製造工場との業務提携が叶い、他にもたくさんの方々との素敵なご縁を頂いて、 

合成界面活性剤 合成防腐剤 合成香料 アルコール 鉱物油 合成ポリマー 合成色素 全て無添加の 

基礎化粧品を実現させることができました。 

1 回目のサンプルが上がってから最終サンプルができあがるまで約 5 ヶ月、私自身も肌に他の基礎化粧品 

やファンデーションを一切乗せないで試しながら何度も成分を入れ替えて、完成、発売を致しました。 

 

ローズプリンセスは、美容液としては多めの量です。フェイシャルマッサージにもぜひお使い下さい。 

ちょうど 1 本をお使い切って頂くころ、お客様のお肌の自然治癒力が高まり、「お肌の調子がよくなった」と 

仰って頂けましたらとても嬉しい と、少々ゆっくりペースですが思っております。 

 

弊社名のプアマナは、 

実は、縁あって頂いた私のハワイアンネームが pua・mana・koakamai といいます。 

利枝子という名前を基に付けて頂きました。 

ハワイ語で、pua＝花、つぼみ、子供 mana＝力、エネルギー という意味を持っています。 

花の自然力を借りて、子供のようにみずみずしい肌と心を保てたら どんなに素敵でしょう。 

また、プアマナは、ハワイ・マウイ島のラハイナという町近郊にある土地の名前でもあります。 

ハワイの島々には『島の花や色』があり、マウイ島の花はロケラニ・ローズ、色はピンクです。 

ハワイで『天国の薔薇』と呼ばれる愛らしいロケラニ・ローズ（ダマスクローズがルーツ）をイメージして、 

『ローズプリンセス』と名付けました。 

 

素肌に優しくて、安心してご使用頂けて、幸せな気持ちを感じて頂ける基礎化粧品を… 。 

スタッフ一同心を込めて創りました。  

これからもどうぞよろしくお願い致します。                 有限会社プアマナ 代表 飯島利枝子 
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ハワイ島海洋深層水 工場視察 
 

ローズプリンセスの企画に際して、ハワイ島の海洋深層水工場を視察致しました。 

 

ハワイ島の海洋深層水は、ハワイ州立自然エネルギー研究所（NELHA）という機関が汲み上げています。 

西海岸、カイルアコナの空港にほど近い広い土地に NELHA の建物はあり、周辺に海洋深層水を利用して 

製品開発を行っている企業の工場が点在しています。 

 

目の前は、溶岩が流れた跡というゴツゴツとした岩肌と、その向こうに大海原。 

照りつける太陽の日差しがまぶしい、美しい場所です。 

 

NELHA の取水施設の一角では、海洋深層水を通す大きく頑丈なパイプや、貝や魚を海洋深層水で育てて 

いる水槽を見ることができます。 

表層水と海洋深層水との感触を比べられるように、両方を向かい合わせの蛇口から流す展示もあります。 

流れる水に手を触れて、冷たさの違いに驚きました。 

興味深かったのは、蛇口下の水を受ける石の部分に生えた苔。 

ミネラルが豊富な海洋深層水の蛇口下の苔は、表層水の倍ほどの量があります。 

海洋深層水の現在の主な利用方法は、魚介類の養殖と聞きました。 

ミネラル成分が、魚介類を早く大きく美味しく育てるそうです。 

深層水の工場内は、徹底した滅菌処理管理のもとに、整然と最新機械が並んでいました。 

 

深さ約 1000m から取水するハワイ島の海洋深層水の肌への効果が、注目を集めはじめているとのこと。 

世界的にも、これからますます広まって行く期待大とのお話でした。 

 

ハワイ諸島の中でも最も広大でエネルギッシュな島、ハワイ島。 

碧く美しい海の恵みであるこの海洋深層水を配合できたことを、とても嬉しく思っております。 
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Rose Princess 天然ジェル美容液 Puamana 

 

◇ ABOUT US 

 

企画発売元 有限会社プアマナ 

 神奈川県横浜市中区石川町 

  3-107-2 

 

企画開発にあたって 

（前ページ） 

 

 

 製造販売元 有限会社 MAK     

 福岡県福岡市博多区博多駅前 

  4-36-29 

 

有限会社プアマナ概要 

（別紙） 

   
 

 

 

ローズプリンセスは、 

ハワイ島海洋深層水と 30 種類の植物エキスとダマスクローズ精油から生まれた自然派アロマコスメ。 

たっぷり配合した天然成分が素肌に栄養を届け、本来の『美しくなろうとする力』を引き出します。 

植物の力と海のミネラルの相乗効果で、美肌力をアップ！はり、ツヤ、うるおいをアップ！ 

 

100%天然由来成分使用。 

合成界面活性剤、合成防腐剤、鉱物油、合成香料、合成色素、合成ポリマー、もちろん完全無添加。 

石油化学系合成成分を排除して素肌を守ります。 

 

 

 

                                             【本件の連絡先】  

有限会社プアマナ 代表 飯島利枝子 

〒231-0868 横浜市中区石川町 3-107-2 

TEL 045-651-2199  FAX 045-661-0266 

mail support@puamana.jp 

ローズプリンセス URL http://roseprincess.net 

プアマナ URL http://puamana.jp 
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