コスモス認証(COSMOS)とは？

星の王子さま
オーガニックベビースキンケアシリーズ

５つのオーガニック認証団体基準を統一した
世界基準のオーガニック認証。
化粧品の安心安全を求める消費者にとって、
オーガニックコスメの認証マークは、ひとつ
の目安となります。ヨーロッパには、エコ
サートをはじめとする複数のオーガニック化
粧品基準がありましたが、基準が微妙に異な
ることもあり、コスメビオとエコサート(フ
ランス）、BDIH（ドイツ)、ICEA（イタリ
ア）、ソイル・アソシエーション(英国）が
参加して2010年に統一基準「COSMOS」
が策定されました。星の王子さま オーガ
ニックベビーコスメはオーガニック認証機関
ICEAの認証を取得しています。

3つのこだわり

星の王子さま
オーガニックベビースキンケアシリーズ
-「星の王子さま」について星の王子さま」は1943年に初めて出版された

Point1

厳選された
オーガニック
成分配合

不使用
成分

パッチテスト
済み

星の王子様 オーガニックベビー
スキンケアシリーズはICEAコス
モ ス 認 証 を 取 得 。世 界 基 準 の
オーガニック成分で、デリケート
な赤ちゃんの肌を守ります。

石油系 界面活性剤、動物由来成
分、紫外線吸収剤、パラベン、合
成香料、合成色素、アルコール、
鉱物油を使用していません。

イタリアの皮 膚科 専門医による
パッチ テスト（皮 膚 刺 激 性 テス
ト）を行っています。
※すべての方に肌トラブルが起こ
らないわけではありません

世界で1億5千万冊も売れた大ロングベストセラー。
子供の心を失ってしまった大人に向けての示唆に富んでいる。
「大切なものは、目に見えない（Leplus important est invisible）」を
始めとした本作の言葉は、生命とは、愛とはといった

ICEA COSMOS オーガニック認証基準

Q&A よくあるご質問
Q
A
Q
A

95％以上が自然由来 の成分であること

■ 内容成分の

何歳から使えますか？

0歳の新生児からお使いいただけます。
もちろん敏感肌の大人の方でもご使用いただけます。

95％以上が

■ 植物原料（オイル・抽出物・バターなど）の

オーガニック原料であること

■

ジェントルベビーバスと
ベビーソープの違いは？

ジェントルベビーバスはお湯を張ったベビーバスの中に少量を入れ、
泡立てた中で赤ちゃんをやさしく洗います。その後よく洗い流してください。
ベビーソープはボディソープとして手やスポンジなどで泡立てて
赤ちゃんの全身を洗ってください。その後、よく洗い流してください。

オーガニック原料を20%以上配合すること
（洗い流す化粧品の場合は10%以上）

厳格に定められてる原料以外の成分は使用しないこと

■ ヨーロッパの基準で

■

植物原料以外の成分の使用は内容量の5%以下であること
原料は環境に悪影響を与えない

■ 製品に使われるすべての成分、
生分解性のものでなければならない

■

■

■

動物実験禁止
石油由来の原料、合成着色料・合成染料、合成シリコン・合成誘導体の
使用禁止
遺伝子組み換えが行われている植物原料の使用禁止

■ 生きている動物又は解体された

使用禁止

動物から産出されたもの原料の

Point3

皮膚科医
による

サン・テグジュペリの代表作。世界200以上の国と地域で出版され、

人生の重要な問題に答える指針として広く知られています。

Point2

8 つの
フリー成分

お問合せ先
株式会社 エトランジェ ディ コスタリカ
721-0954 広島県福山市卸町3-16
tel:084-981-1633 fax:084-981-1655
LPP01-202001
●予告無く仕様及び価格を変更する場合がございます。
●輸入品のため品切れ・製造終了の際はご了承下さい。
●印刷のため、実物と異なる場合がございます。

©Succession Antoine de Saint-Exupéry 2019

Q
A
Q
A
Q
A

ジェントルベビーバスとベビーソープは
体だけでなく顔、髪も洗えますか？

Q
A
Q
A

ベビーボディークリームは
体だけでなく顔にも使えますか？

はい、全身にお使いいただけます。
ベビーボディクリームと
ベビーナッピークリームの違いは？
ベビーボディクリームは全身の保湿に、
ベビーナッピークリームはおしりの保護としてご使用ください。
ベビーナッピークリームは
どのように使いますか？
ベビーナッピークリームはおむつかぶれからおしりを保護するクリームです。
べたつきが少なく、塗った後もすぐに肌に浸透せず肌を刺激から守ってくれます。
しっかり肌に伸ばすとさらさらなおしりに。おしりだけでなく
汗でムレやすいところにもご使用いただけます。

はい、全身にお使いいただけます。
無香料ですか？
すべての製品に100%天然香料を使用しております。
ほのかなやさしい香りが特徴です。

星の王子さま オーガニックベビースキンケアシリーズ
やさしく

洗う

商品ラインナップ
やさしく

洗う

しっかり

保湿

ふんわり

洗う

ジェントルベビーバス
（ベビーバスに入れるタイプ全身用）

ベビーソープ
（ヘア＆ボディソープ全身用）

ベビーボディクリーム
（全身用）

ランドリーソープ
（柔軟剤入り）

赤ちゃんの髪や肌を
やさしく清潔にしてくれる
ベビーバスに入れるタイプの
ベビーソープ。

お子さまのデリケートな
肌や髪の毛のうるおいを
守りながらやさしく洗い上げる
ヘア＆ボディソープ。

お子さまの繊細な肌を保護し、
うるおいを与えてくれる
全身用ボディクリーム。

ピュアで優しい香りの衣類用洗剤。
ベビー服をやさしく洗い上げます。
柔軟剤入りなのでふんわりした
仕上がりに。

0%

ベビーバスを

新生児 ご使用中の
~乳幼児

お子様に

厳選されたオーガニック成分配合

アレルゲン・パラベン
合成色素・リン塩酸
塩素・蛍光増白材は
使用していません。

ベビーソープLP1
250ml イタリア製

ベビーソープLP2
250ml イタリア製

アロエベラ液汁
トウキンセンカ花エキス
※ICEAが定めたオーガニック化粧品認証を受けている成分（保湿成分）

アロエベラ液汁
トウキンセンカ花エキス
※ICEAが定めたオーガニック化粧品認証を受けている成分（保湿成分）

しっかり

厳選されたオーガニック成分配合

保護

やさしく

厳選されたオーガニック成分配合

シア脂 アーモンド油 ヒマワリ種子油 ホホバ種子油 アロエベラ液汁
※ICEAが定めたオーガニック化粧品認証を受けている成分（保湿成分）

洗う

しっかり

ベビーシャンプー
（髪の毛・頭皮）

ベビーボディオイル
（全身用）

おむつまわりのムレによる
肌荒れから赤ちゃんの
デリケートなおしりを
保護するクリーム。

お子さまのやわらかく
繊細な髪の毛と頭皮を
やさしく洗う低刺激の
シャンプー。

お子さまのデリケートな肌の
保湿・マッサージに最適な
オーガニックのボディオイル。

こだわりの厳選されたオーガニック成分配合
カレンデュラ
（トウキンセンカ花)エキス配合
古代エジプトの時代から、肌荒れ予防や敏感な肌のケアに使われてきたキク科の植物。ヨー
ロッパでは古くからお肌の保湿・保護、肌荒れ防止などの目的で日常的に使われてきまし
た。手摘みされたカレンデュラの花のエキスはデリケートな肌にもやさしく働きかけ、お肌
を健やかに保ちます。星の王子さまオーガニックベビーケアシリーズはすべての商品にカレ
ンデュラエキス（トウキンセンカ花エキス）を配合しております。

おむつを

新生児 ご使用中の
~乳幼児

お子様に

厳選されたオーガニック成分配合

ベビークリームLP1
100ml イタリア製

シア脂 アーモンド油 ヒマワリ種子油 アロエベラ液汁 トウキンセンカ花エキス
※ICEAが定めたオーガニック化粧品認証を受けている成分（保湿成分）

厳選されたオーガニック成分配合

アロエベラ液汁
トウキンセンカ花エキス
※ICEAが定めたオーガニック化粧品認証を受けている成分（保湿成分）

ベビーシャンプーLP1
250ml イタリア製

厳選されたオーガニック成分配合

ギリシャ製

トウキンセンカ花エキス

保湿&マッサージ

ベビーナッピークリーム
（おしり用）

1000ml

ベビーボディクリームLP1
100ml イタリア製

ベビーオイルLP1
150ml イタリア製

ヒマワリ種子油
オルーブ果実油
ホホバ種子油
トウキンセンカ花エキス
※ICEAが定めたオーガニック化粧品認証を受けている成分（保湿成分）

アロエベラジュース
（アロエベラ液汁）

シアバター
（シア脂）

スウィートアーモンド
（アーモンド油）

水分たっぷりのアロエベラの葉肉か

シアの木の実からとれる植物脂で肌

とても栄養価が高く、どんな肌質で

ら得られるエキスは保湿・保水効果

をなめらかに整え、さらに肌のバリ

も使えるとても使いやすいオイル。

にすぐれ、乾燥したお肌にうるおい

ア機能をサポートすることで、優れ

肌を柔らかくし、角質からの水分蒸

を与えます。

た保湿効果も期待できます。

散を防止します。

ひまわり
（ヒマワリ種子油）

オリーブオイル
（オルーブ果実油）

ホホバ
（ホホバ種子油）

ヒマワリの種子から抽出されるオイ

オリーブオイルに含まれるオレイン

ホホバの実から抽出される植物油

ルは皮膚柔軟効果が高いリノール

酸は肌になじみやすく、肌トラブル

は人間の皮膚とよく似た構造のた

酸を豊富に含み、さらに肌を保護し

の原因になりやすい乾燥から保護

め、肌なじみがよく、高い保湿効果

て乾燥を防いでくれます。

する効果があるといわれています。

があり、肌をすこやかに整えます。

星の王子さま

オーガニックベビースキンケアシリーズ
商品価格一覧

ジェントルベビーバス
（全身用）

本体価格

¥2,400

ベビーナッピークリーム
（おしり用）

本体価格

¥2,000

ベビーソープ
（全身用）

本体価格

¥2,400

ベビーシャンプー

本体価格

¥2,400

ベビーボディクリーム

本体価格

¥1,800

ベビーボディオイル（全身用）

本体価格

¥2,800

ランドリーソープ

本体価格

¥2,000

LPP01-202001
※価格は2020年1月1日現在のものです。
予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

