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Treat your senses,
naturally

外界からふっと離れて

自分自身と向き合うセルフケアの時間には、

肌と心をやさしくなだめて

明日への希望をチャージしたいもの。

天然素材にこだわり、

自然の魅力を詰め込んだ greenland の世界は

アートやエスプリの精神にあふれています。

フレッシュフルーツの幸せな香りに包まれた

セルフケアの時間が、あなたの感覚を自由に開放し、

魅力をさらに高めます。
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about greenland
greenland は、1990 年にオランダで誕生しました。
当時、ナチュラルな素材を使ったボディケアはまだ世に多くありませんでしたが、
創設者の Jan-Willem van Kempen は、心身の美しさと豊かな日々のためには、
自然の力が必要だと確信していました。
良質な自然素材をブレンドしたGreenland の製品は瞬く間に人気を集め、
20 年以上経った現在も世界中で愛されています。

fragrance impact
greenland が特にこだわっているのは、香りについてです。
香りはとても個人的なもの。脳と直結し、古い記憶を呼び起こしたり、
特別な感情を誘発したりします。私たちgreenland は、ポジティブになれたり、
リラックスできたりするような香りを意識的に選んでいます。
greenland の製品を使うことで、あなたの毎日がハッピーになりますように。

dutch design
自然素材を優れたデザインでパッケージすれば、使うときの気持ちもより高まります。
コンセプチュアルなオランダのデザインは、アートへの情熱と優れた工業製品技術が融合して生み出されるもの。
型にはまらない自由な発想が、フルーツをアイコンとしたシルバーのパッケージになりました。
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shower gel

肌のうるおいバランスを守りながら、みずみずしくなめらかに洗い上げるボディウォッシュです。軽やかなテクスチャーのジェルがきめの細かい
豊かな泡に変化し、全身を包み込みます。心まで解きほぐすようなフルーツの香りです。
シャワージェル 全 6種 各 200mL ／ 600mL

ボディをやさしく洗い上げるシャワージェル

1日のはじまりや締めくくりに、

greenland のボディケアを。

フルーツの香りで心を解きほぐしながら

肌を美しく整えていく時間は、

きっと特別なものになるはずです。

fruit emotions!
greenland は、天然のフルーツエキスを使った

感覚に訴えかける香りにこだわります。

嗅覚は大脳と直結しています。

心に直接訴える「香り」の力を上手に使いましょう。

あなたは今、どんな気持ち？　求めているのはどんな香り？

酸味と辛味が刺激的な、グレープフルー

ツとジンジャーの香り。このスパイシー

な組み合わせは、活発な気持ちを呼び

起こしてくれます。

甘いパパイアとフレッシュなレモンのペ

アは、どこかリラックスを誘う香り。ふ

たつの植物エッセンスは肌にうるおいを

与えます。Greenland のベストセラー

です。

ドラゴンフルーツとホワイトティーは、

長きにわたり女性たちの美を支えてき

た植物。そのおいしそうな香りは、イ

ンスピレーションを運んできてくれるよ

うです。

爽やかな酸味のライムと濃厚なバニラの

意外なハーモニーは、感覚に訴えかける

アクティブな香り。ふたつの植物エッセ

ンスは肌をやわらかく保湿します。

ジューシーなストロベリーとスパイシー

なアニスのペアは、とてもエネルギッ

シュ。エキサイティングな高揚感が沸き

起こるような香りです。

ココナッツとタンジェリンオレンジの開放

的な香りは、人生を楽しむ人にぴったり。

ふたつの植物エッセンスは肌をクリーン

ですこやかな状態に整えます。

BODY CARE

coconut-tangerine
ココナッツタンジェリン

strawberry-anise
ストロベリーアニス

l ime-vanilla
ライムバニラ

dragon fruit-white tea
ドラゴンフルーツホワイトティー

papaya-lemon
パパイアレモン

grapefruit-ginger
グレープフルーツジンジャー

coconut-tangerine
200mL FE0212
600mL FE0222

strawberry-anise
200mL FE0217
600mL FE0227

lime-vanilla
200mL FE0214
600mL FE0224

dragon fruit-white tea
200mL FE0218
600mL FE0228

papaya-lemon
200mL FE0211
600mL FE0221

grapefruit-ginger
200mL FE0215
600mL FE0225
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body scrub

保湿と肌磨きを一度に行うボディスクラブです。ソフトな質感のミネラルパウダー（シリカ）が肌表面をなめらかに整え、
シュガー成分（ソルビトール）が肌にしっかりとうるおいをとどめます。洗い流した後も、フレッシュなフルーツの香りが続きます。
ボディスクラブ 全 5種 各 200mL

天然スクラブでなめらかなしっとり肌へ

shower mousse

ホイップクリームのような泡が楽しい、ムースタイプのボディウォッシュです。天然由来成分を90%以上配合した、
とろけるようになめらかな質感。心まで解きほぐすようなフルーツの香りで、肌をしっとりやわらかく洗い上げます。
シャワームース 全 6種 各 200mL 

ユニークなムースで洗う、至福の時間

body mist

お風呂上がりに全身に吹きかけ、肌をしっとりとみずみずしく整えるミストタイプのボディローションです。
軽やかなコロンのようにフレッシュなフルーツの香りが続きます。日中、髪や肌にスプレーして香りを楽しむこともできます。
ボディミスト 全 4種 各 75mL

うるおいと香りを全身にたっぷりと

scrub salt

大西洋の海塩を細かく砕いたボディスクラブ。程よい刺激が心地よく、ひじ、ひざ、かかと、デコルテなど古い角質がたまりやすい場所のケアに。
肌をキュッと引き締めてつるつるに整えます。お好みでバスソルトとしてもお楽しみいただけます。
スクラブソルト 全 6種 各 400g

ゴワつく肌を磨いてつるつるすべすべに

coconut-tangerine
FE0422

strawberry-anise
FE0427

dragon fruit-white tea
FE0428

papaya-lemon
FE0421

grapefruit-ginger
FE0425

coconut-tangerine
FE0072

strawberry-anise
FE0077

lime-vanilla
FE0074

dragon fruit-white tea
FE0078

papaya-lemon
FE0071

grapefruit-ginger
FE0075

strawberry-anise
FE0207

 lime-vanilla
FE0204

dragon fruit-white tea
FE0208

papaya-lemon
FE0201

coconut-tangerine
FE0042

strawberry-anise
FE0047

 lime-vanilla
FE0044

dragon fruit-white tea
FE0048

papaya-lemon
FE0041

 grapefruit-ginger
FE0045
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body lotion mousse

ホイップクリームのような泡で保湿する、ユニークでラグジュアリーなボディローションです。きめ細かい泡がすばやくしっとりと肌になじみ、
シルクのようになめらかな質感に整えます。心まで解きほぐすようなフルーツの香りが続きます。
ボディローションムース 全 6種 各 200mL

ふんわりホイップでシルキー肌に

body lotion

乾燥が気になる肌にうるおいを与えるミルクタイプのボディローションです。サンフラワーオイル（ハイブリッドヒマワリ油、
ヒマワリ種子油）が肌をやわらかくし、シアバター（シア脂）が保護。心まで解きほぐすようなフルーツの香りが続きます。
ボディローション 全 6種 各 200mL

しっとり保湿してやわらか肌に

body care step 季節や肌の状態に合せてケアするための 4ステップ

body butter

こっくりとしたクリーミーなテクスチャーのボディクリームです。エモリエント効果にすぐれ、ミツロウやシアバター（シア脂）、
カカオバター（カカオ脂）がうるおいの保護膜をつくり、肌を乾燥から守ります。心まで解きほぐすようなフルーツの香り。
ボディバター 全 6種 各 120mL

リッチなクリームでもっちりツヤ肌に

coconut-tangerine
FE0282

strawberry-anise
FE0287

lime-vanilla
FE0284

dragon fruit-white tea
FE0288

papaya-lemon
FE0281

 grapefruit-ginger
FE0285

coconut-tangerine
FE0182

strawberry-anise
FE0187

 lime-vanilla
FE0184

dragon fruit-white tea
FE0188

papaya-lemon
FE0181

 grapefruit-ginger
FE0185

coconut-tangerine
FE0432

strawberry-anise
FE0437

 lime-vanilla
FE0434

dragon fruit-white tea
FE0438

papaya-lemon
FE0431

 grapefruit-ginger
FE0435

daily special
Step1 Step2

daily Special 
肌の表面の汚れを落とす 古い角質を取り除く 肌に潤いを与える 肌を保護し潤いを閉じ込める

肌のうるおいバランス
を守りながらやさしく洗
い上げてくれます。

シャワージェル

天然由来成分 90% 以
上配合のなめらかな泡
が特長です。

シャワームース

ソフトな質感で保湿と肌
磨きが一度で行えます。

ボディスクラブ

肌をしっとりとみずみ
ずしく整えます。

ボディミスト

きめ細かい泡がすばや
く肌になじみます。

ボディローションムース

こっくりとしたリッチで
クリーミーなテクス
チャー。特に乾燥する
時期のボディケアや、
膝・ひじ・かかとなど
の乾燥しやすい部分の
ケアにも。

ボディバター

乾燥が気になる肌にう
るおいを与えるミルク
タイプ。

ボディローション大西洋の海塩を使用し
たハードタイプです。

スクラブソルト

ソフト さっぱり

しっとり

より
しっとり

ハード

※週に1～ 3回を目安に、
肌の状態にあわせてご使用ください。



1312

手もと、唇、そして顔のスペシャルケア。

ユニークな発想のアイテムは、

大切な人や、自分自身へのギフトにぴったりです。

使うたび、楽しさや驚きとともに、

新鮮な美しさを与えてくれます。

glossy lip balm

ジューシーなフルーツの香りの色付きリップ。乾燥しやすくデリケートな唇をうるおいで守り、やわらかくふっくらとした状態に整えます。
カラーは 3種類。ほんのりとしたツヤとともに、まるで内側から発色しているかのように自然な仕上がりです。
グロッシーリップバーム 全 3種 各 3.9g

クリアな色付きのリップバーム

hand cream

手指をしっとりとうるおいで守るハンドクリーム。しなやかなテクスチャーですっと伸び広がり、なじませた後はべたつきを感じません。
サテンのような上品な光沢感が、指先までを美しくみせてくれます。心まで解きほぐすようなフルーツの香り。
ハンドクリーム 全 6種 各 75mL

なめらかな手肌に整えるハンドクリーム

l ip balm

ジューシーなフルーツの香りのリップクリーム。乾燥しやすくデリケートな唇をうるおいで守り、やわらかくふっくらとした状態に整えます。
ぴったりと唇にフィットし、ぬるぬるすることもないため、口紅の下地としてもお使いいただけます。
リップバーム 全 6種 各 3.9g

おいしそうな香りのリップバーム
PARTS CARE

coconut-tangerine
FE0532

strawberry-anise
FE0537

 lime-vanilla
FE0534

dragon fruit-white tea
FE0538

papaya-lemon
FE0531

 grapefruit-ginger
FE0535

passion fruit
LB0025

strawberry
LB0027

papaya
LB0026

pomegranate
LB0014

mango
LB0011

passion fruit
LB0016

strawberry
LB0017

papaya
LB0015

 coconut
LB0013

ほんのりピーチニュアン

スの、唇になじむクリア

ピンク。可憐な印象に。

パパイアのようなジュー

シーさのヌードオレン

ジ。ナチュラルな印象に。

ストロベリーをかじった

ような、明るいクリアレッ

ド。艶感のある印象に。
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フェイスマスク 全 5種 7mL ／ 10mL

face mask
目的にあわせて選ぶ、塗るタイプのフェイスマスク

Our Mission;
To make people feel good

by making cosmetic products

with natural ingredients approachable to

as many people as possible. 

In short "treat your senses, naturally".

7mL
FE0137

7mL
FE0138

10mL
FE0134

10mL
FE0131

10mL
FE0132

14

strawberry-anise

つけたまま眠るスリーピングマスク
ふんわりとしたムースのようなクリー

ムマスクは、夜のスキンケアの最後

にのせて、そのまま朝まで集中保湿。

いきいきとしたすこやかな肌に。

dragon fruit-white tea

時短ケアできるシャワータイムマスク
ひんやりとした乳液タイプのマスク

は、シャワータイム専用。シャワーの

スチームを利用して、保湿成分を効

果的に肌へと届けます。引き締まった

すべすべの肌に。

l ime-vanilla

じっくりうるおうクリームマスク
濃密なクリームタイプの保湿マスク。

たっぷりと肌にのせて優しくマッサー

ジした後、10～15 分そのまま置い

て洗い流せば、しっとりなめらかな輝

きを放つ肌に。

coconut-tangerine

ディープクレンズするクレイマスク
天然のホワイトクレイ（カオリン）を

配合したクレイマスク。毛穴汚れなど

普段のケアで落としきれない汚れも

しっかりと吸着します。やわらかくし

なやかな肌に。

papaya-lemon

クリアな肌に導くスクラブマスク
竹を微細に砕いたパウダー（バンブ

サアルンジナセア茎）を配合したスク

ラブ保湿マスク。顔にのせて優しく

マッサージした後、10～15 分その

まま置いて洗い流せばつるつるに。



PRICE LIST

掲載ページ 品名 容量 本体価格

7

8

シャワージェル

フェイスマスク

200mL ¥2,000

600mL ¥3,000

シャワームース 200mL ¥3,000

ボディスクラブ

9

スクラブソルト

ボディミスト

10

ボディローション

ボディローションムース

ボディバター 

13

リップバーム

グロッシーリップバーム

14

200mL ¥2,500

400g ¥3,000

75mL ¥3,000

200mL ¥2,200

200mL ¥3,000

120mL ¥2,500

12

11

ハンドクリーム 75mL ¥1,800

3.9g ¥1,200

3.9g ¥1,300

7mL

10mL

¥800

価格は2019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。
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