
ココ・ボーテグループは現在、
全国に９店舗のエステティックサ
ロンを展開するとともに、10品目
のオリジナル商品を企画・販売し
ています。

私たちがエステティックサロン
を立ち上げるきっかけとなったの
は、肌トラブルに悩む１人の女性
としてのささやかな疑問でした。
「なぜ人間は化粧をするの？」

「エステで高いお金を払っている
のになぜ効果がないの？」「毎日

洗顔してるのにちっともキレイに
ならないのはどうして？」「肌に
いいはずの化粧品でどうしてトラ
ブルが起きるの？」――そんな
“？”が積もり積もって研究する
うちに、単なる想像に過ぎなかっ

た理想の店〈ココ・ボーテ〉が、
不思議なことにいつの間にか現実
化していったのです。

私たちの商品開発のコンセプト
は、「たとえわずかであっても、
人体に有害な影響を及ぼす可能性
のある成分を使った商品はぜった

いに作らない」ということです。
人間には本来、｢キレイになろう

とする力｣があります。その力を決
して失わないことが、正しいスキ
ンケアの第１歩だと私たちは考え
るからです。

私たちのささや
かな試みによって、
１人でも多くの方

がお肌の悩みから
解放されることを、
私たちは願ってい
ます。

現代に生きる人々は、かゆみ、
肌荒れ、ニキビ、毛孔の拡張、シ
ミ、シワ、赤ら顔などの症状とし
てあらわれる、さまざまな肌スト

レスにさらされています。ベゼは、
そういった肌ストレスを生じさせ

ないことに加えて、日常生活全般

の健康志向を徹底的にサポートす
るシリーズ商品です。可能な限り
人体への負担を減らすことで、タ
フでクリアな「nude face(素肌)」
への回復をめざしします。

◆これ１本で髪も顔もカラダも、全身
まるごと洗えるタイプの洗浄料です。
◆純石けん成分と炭の細かい粒子が、
毛孔に詰まった汚れや古い角質を吸
着して洗い流します。◆コラーゲンと

褐藻エキスの２つの保湿成分がお肌
に潤いを与えます。◆ＤＥＴＯＸ（体内解
毒）に効果があるといわれるミント成
分(天然ハッカ油)を配合しました。
【使用方法】炭が沈降することがあり
ますので、ボトルをよく振ってからご使
用下さい。石けんカスが残る場合があ
りますので、シャンプーのあとは十分に
すすいで下さい。全身を洗う場合は、
適量をスポンジやタオル、ボディブラ
シ等に取り、やさしく洗って下さい。
【使用上の注意】薄い色のスポンジや
タオルをご使用の場合、炭で黒くなる
ことがありますのでご注意下さい。動
かさない状態で長期間保存すると、
ボトルの底部に炭の成分が沈殿しま
すので、その場合はボトルをよく振って
からお使い下さい。
【成分】水、カリ石けん素地、グリセリン、
クエン酸Ｎａ、水溶性コラーゲン、褐藻

エキス、炭、ケイ酸(AI/Mg)、トコフェロー
ル、ハッカ油、ＢＧ

【製造元】㈱地の塩社 熊本県山鹿

市久原4222-2

◆ハイクォリティの薬用炭に和漢生薬
を配合した、低刺激のパック剤です。

◆薬用炭をはじめとする成分が、毛
孔に詰まった老廃物をすっきりと取り
除きます。◆たっぷりとお使いいただ
ける大容量タイプにしました。◆シワ、
タルミの原因となる乾燥を防ぐトリー
トメント仕様です。◆全身美容や美
肌維持に役立つマルチタイプです。◆

お肌の角質を柔軟にしたり、うるおい
を残す効果もあります。
【使用方法】皮膚の水分をよく拭き取っ
てから、適量を取り、マッサージするよ
うに伸ばして下さい。塗ったあとで、５
～１０分経ってから洗い流して下さい。
【成分】水、タルク、ＢＧ、オリーブ油、グ
リセリン、ステアリン酸、ベヘニルアルコー
ル、イソパラフィン、パルチミン酸イソプ
ロピル、炭、セテス-20、ステアリン酸グ
リセリル、ベンチレングリコール、甘草フ
ラボノイド、ローズマリーエキス、マロニ
エエキス、レモン果実エキス、クレマティ
スエキス、褐藻エキス、オトギリソウエキ
ス、セイヨウキヅタエキス、アルニカエキ
ス、マツエキス、ホップエキス、ハマメリ
スエキス、ブドウ葉エキス、スギナエキ
ス、シモツケソウエキス、トコフェロール、
キサンタンガム、カプリリルグリコール、
クエン酸Ｎａ

【製造元】㈱ホウリン 福岡県朝倉
郡筑前町原地蔵2220-1

◆頭皮のマッサージや髪のスタイリン
グのほか、全身にご使用いただける多
用途ジェルです。◆防腐剤・合成香料
は無添加ですので、安心してお使い

いただけます。◆自然成分の生薬特
性を生かした、次世代向き健康仕様
になっています。◆全身美容に役立つ、
低刺激マルチタイプです。◆ブレスアッ
プや日常生活レベルの日焼けを防ぐ
効果もあります。
【使用方法】指先で適量を取り、マッ
サージしながらお使いになる部分に
薄く延ばして下さい。
【使用上の注意】チューブを握ったま
まキャップを開けると、中身が飛び出
ることがありますのでご注意下さい。
【成分】水、グリセリン、BG、ポリ乳酸、
カッパフィカスアルバレジエキス、ヒバマ
タエキス、甘草フラボノイド、セラミド2、
セラミド3、セラミド6Ⅱ、フィトスシンゴシン、
ベヘニルアルコール、ペンタステアリン
酸ポリグリセリル-10、ステアロイル乳
酸Na、ローズマリーエキス、マロニエエ
キス、レモン果実エキス、クレマティスエ
キス、ハッカ油、セイヨウオトギリソウエ
キス、セイヨウキヅタエキス、アルニカ花
エキス、マツエキス、ホップエキス、ハマ
メリスエキス、ブドウ葉エキス、スギナエ
キス、シモツケソウエキス、ヒドロキシエ
チルセルロース、ヒドロキシプロピルエ
チルセルロース、カプリリルグリコール、

PEG-60水添ヒマシ油、ウンデシレノイル
グリシン、カプリロイルグリシン、クエン

酸、水酸化Ｎａ

【製造元】㈱ホウリン 福岡県朝倉
郡筑前町原地蔵2220-1

◆肌ストレスに対するバリア機能に着

目した、新しい考え方によるジェルタ
イプの美容水です。◆生活紫外線に
よるダメージを防ぎ、たっぷりの水分
で肌を乾燥から守ると同時に、老廃
物を体外に出しやすくします。◆肌ス
トレスを癒す効果があるといわれるさ
まざまな天然成分を配合しました。◆

化粧下地としてお使いいただけるほか、
顔だけではなく全身にご使用になれ
ます。◆冷蔵庫等で冷やしてご使用
になるとリフレッシュ感がＵＰします。
【使用方法】適量を手に取り、お使い
になる部分に塗って下さい。
【成分】水、グリセリン、BG、ベンチレン
グリコール、カルボマー、1,2-ヘキサン
ジオール、カプリリルグリコール、水酸
化Na、オトギリソウエキス、カミツレエキ
ス、シナノキエキス、トウキンセンカエキ
ス、ヤグルマギクエキス、ローマカミツレ
エキス、スギナエキス、ホップエキス、マ
ツエキス、レモン果実エキス、ローズマリー
エキス、アルニカエキス、キュウリエキス、
セイヨウキヅタエキス、ゼニアオイエキ
ス、パリエタリアエキス、ソウハクヒエキ
ス、ベタイン、PCA-Na、フェルラ酸、セラ
ミド2、セラミド３、セラミド６Ⅱ、フィトスフィ
ンゴシン、ベヘニルアルコール、ペンタス

テアリン酸ポリグリセリル-10、ステアロ
イル乳酸Na、甘草フラボノイド、ソルビトー

ベゼ・シリーズ

バリア機能に着目して
進化した美容ジェル

ベゼ・ジュレ
ジェルタイプ美容水

100g \4,320

使い道いろいろのオール
マイティな保湿ジェル

ベゼ・ボディガード
全身用保湿ジェル

250g \5,650

INTRODUCTION

ココ・ボーテグループ本部
株式会社ココ・プライド エステティック事業部

〒189-0014 東京都東村山市本町3-5-36-405
TEL042(395)9293／URL coco-beaute.com

「ミントでDETOX」「炭で
吸着」の全身シャンプー

ベゼ・クレンズフォール
全身洗浄用シャンプー

490ml \5,142

ベゼ・マッドマスク
全身用パック

500ml \12,343

薬用炭に和漢生薬を配
合した低刺激パック剤



ル、セリン、グリシン、グルタミン酸、リシ
ン、アラニン、アルギニン、トレオニン、ブ
ロリン
【製造元】㈱ホウリン 福岡県朝倉
郡筑前町原地蔵2220-1

◆コールドプレス製法でじっくり丁寧
にしぼった、国産柚子種子１００％の美
容オイルがデビューしました。◆柚子
種子オイルの３種の有効成分、〈ビタミ
ンＡ〉〈β-カロティン〉〈クリプトキサンチ
ン〉の働きが、お肌のツヤとうるおい
をＵＰします。◆体内に吸収されること
で、皮膚粘膜の形成を助け、角質化
を防ぎ、メラニンの生成抑制作用をう
ながします。◆すぐれた親水性があ
るため、弊社商品のジェル類（ベゼ・ジュ
レまたはベゼ・ボディガード）に１滴加
えることで、日々のお手入れがますま
す充実します。
【使用方法】適量を手に取り、お肌や
髪などに塗って下さい。
【使用上の注意】熱・湿気・外気接触
を嫌うデリケートな商品ですので、ご
使用後は必ずキャップを閉めて保存
して下さい。開封後は三ヶ月程度を目
安として、なるべく早目に使い切って
下さい。温度や湿度が変化しやすい場
所、気温が20℃以上になる場所に長
時間放置されますと、品質が速く損
なわれるおそれがあります。なお、ビン
の底に濁った浮遊物・沈殿物が生じる
場合がありますが、柚子種子の天然
成分が凝固したものですので、効能や

品質への影響はなく問題ありません。
【成分】国産（九州産）天然柚子種子
油100％

◆ベタつかず、汗に強く、毛穴は隠せ
るのに透明感だってある、そして何より
もお肌本来の機能を妨げない――そ
んなワガママファンデが、ついにココ・
ボーテからデビューです。◆フタを開け
てまず驚かれるのは、その心地よいムー
ス感覚。指先に直接取って、お肌へ軽
く伸ばしてみて下さい。そこで第２のサ
プライズ…お肌にのせたチアーアップ、
サラサラに軽くなじんでいくことでしょ
う。◆お色はブライト感あふれるミルク
ティと、シャドーにも使えそうなココア。
あなたの季節のお肌の色を表現する
ために２色ブレンドもお奨めです。◆ぜ
ひ、あなただけのレシピで、元気お肌を
よりステキに表現してみて下さい。
◎基礎+美容液+ベースOK!!の人気
者“ベゼ・ジュレ”との相性もバッチリ
です。

【使用方法】通常は２色（ミルクティ・コ
コア）を混ぜて、もちろんお肌の色に合
えば単品をファンデーションとしてご
使用下さい。手のひらによくなじませて、
クリームを塗るようにお顔に伸ばして
下さい。ティッシュで顔面を押さえる
だけでお肌になじみますので、パウダー
は不要です。
【使用上の注意】本品は、色の名称に
食品名を使用していますが食品では
ありません。お子様などが誤って口に
入れることのないようご注意下さい。
【成分】シクロペンタシロキサン、ジメチ
コン、（ジメチコン/ビニルジメチコン）ク
ロスポリマー、酸化チタン、タルク、シリ
カ、ポリ乳酸（C.P.L.）、水、BG、酸化鉄、
水酸化AI
【製造元】サンブルームコスメ株式会
社 大阪府大阪市福島区鷺洲5-2-3

◆「口腔内に有毒化学物質を入れな
い」というコンセプトで作られた、合成
界面活性剤はもちろん、人口甘味料、
合成着色料、合成保存料を一切使用
していない歯みがき剤です。◆さらに、
自己免疫性疾患の治療に効果があ
るとして注目されている「C.P.L.(ポリ乳
酸)H+」のなかでも、特に高純度のも
のを配合した、今までにはなかった安
全で頼もしいアイテムです。◆「C.P.L.
H+」の活性酸素除去効果は、ビタミ
ンＥやビタミンＣの２～３倍、コエンザイ
ムＱ10の11～13倍というデータが報
告されています。

【使用方法】適量を歯ブラシにとり、て
いねいに軽くブラッシングして下さい。
【効果・効能】歯垢を除去し、歯を白く
する／虫歯を予防する／口臭を防ぎ、
口内を爽快にする／歯石の沈着を防
ぐ
【使用上の注意】開封後は冷暗所に
保管して下さい。暖かい場所に保存さ
れますと、表面に黄色い油分が浮か
ぶ場合がありますが、柚子果皮種の
天然成分ですので品質には問題あり
ません。
【成分】炭酸Ca、水、ソルビトール、シリ
カ、セルロースガム、ベントナイト、石け
ん素地、ポリ乳酸、ムクロジエキス、パ
セリエキス、柚子果皮油、香料(ペパー
ミント)
【製造元】美容薬理㈱ 福岡県遠賀
郡芦屋町大字山鹿814-1

◆パンダ印の竹酢液＋リモネンが入っ
たオールパーポス(多目的)な液体石け
んです。◆生物や環境を破壊する
“合成界面活性剤”を使っていません
ので、洗い物・お洗濯・お掃除グッズ
としてジャブジャブお使い下さい。
◎お台所での食器洗いやレンジ磨き
に◎家具・壁・床などのお部屋のお掃
除全般に◎トイレやお風呂も洗えば

ピカピカになります◎普通の洗濯洗剤
として使えます◎自然環境に悪い影
響を与えないのでアウトドアにも最適
です
【使用方法】通常は、水で200倍程度
(水１リットルに対して５ml)に薄めてご利
用下さい。油汚れなどのガンコな汚れ
には、原液を直接スポンジにとってお
使い下さい。お洗濯物の汚れのひどい
部分には、３～５倍に希釈したものを
塗布するか、または洗濯機のつけ置き
洗いコースをお選び下さい。
【成分】純石けん分(30％ 脂肪酸カリ
ウム・脂肪酸ナトリウム)、洗浄補助剤
【使用上の注意】原液をそのままスポ
ンジ等に含ませて使用する時は、炊事
用手袋をご利用下さい。

◆さまざまな用途にお使いいただける
竹酢液です。◆通常は200倍以上の
濃さに水で薄めてお使い下さい。(キャッ
プ１杯は約８mlですので、1.5リットルの
水で薄めるとほぼ200倍の濃度にな
ります)◆すぐれた殺菌力・消臭力が
あり、遠赤外線効果で疲労回復にも
効果大!!◆おやすみ前に、薄めた竹
酢液を鼻の中にシュワー!!で、呼吸時
に吸い込んだ花粉もDownします。◆
全身に噴霧しても塗布しても大丈夫!
!（ただし、目には入らないように）◆浴
槽にキャップ１～２杯を入れて入浴す
ると、体が芯から温まり、免疫力もアッ
プします。
【その他の使用方法】水200mlに４、５
滴を入れてお部屋にスプレーしたり、お

掃除の時のぞうきんがけの水に入れ
てもＯＫ。コップ１杯の水に数滴入れて
うがい薬の代わりに、石けんシャンプー
を使った時のリンスの代わりに、アトピー
予防、水虫、あせも、虫さされ、台所用
品の殺菌・除菌、ペットのダニ・ノミ退
治、園芸、口内炎、歯周病、口臭予防
など、その用途はさまざまです。
【成分】竹酢液原液精製液
【製造元】佐方式竹姫窯 熊本県上
益城郡御船町高木1971-98

最近、化学物質過敏症の原因に
もなることから、化粧品に含まれ
る経皮毒(皮膚から吸収される有害
物質)についてマスコミ等で話題と
なっていますが、ココ・ボーテグ
ループでは、オリジナル商品の開
発にあたって、経皮毒の原因とな
るような有害物
質を排除するこ
とを基本理念に
しています。
私たち21世紀に生きる日本人は、

さまざまな有害化学物質に囲まれ
た環境の中で暮らしています。そ
れは、私たちが便利で快適な生活
を送るためには、ある意味で必要
不可欠なことであるのかもしれま
せん。でも、美容の世界にだけは、
本来の目的は「美しくなること」
であるはずなのに、わざわざ有害
物質を添加して錯覚を起こさせる
ことだけを目的にした、本末転倒
の商法がまかり通っています。人
類の滅亡に直結しているかも知れ
ない有害物質を、自分の体で人体
実験し続けているようなサイクル
はどこかで停める必要があります。

ココ・ボーテグループのオリジ
ナル商品には、環境ホルモン（内
分泌攪乱物質）はもちろん、厚生
労働省がその毒性を認めている旧
表示指定成分(ポジティブリスト成
分)に代表される、合成界面活性剤、
合成香料、保存剤、防腐剤、殺菌
剤など、現時点で人体に有害な影
響を与える可能性のある
成分は配合しておりませ
ん。どうぞ安心してお使
い下さい。

ベゼ・ビッグスマイル
歯みがき剤

80g \2,160

C.P.L.(ポリ乳酸)配合の
安心＆安全の歯みがき剤

アンチエイジングのための
柚子種子100％美容オイル

ベゼ・ラヴユー
美容オイル

30ml \9,051

ムース仕立ての不思議
感触ファンデーション

その他の
オリジナル商品

ベゼ・チァーアップ
ファンデーション

30g 各\4,525

合成界面活性剤不使用の
地球と身体を守る石けん

バブルバンブー
液体石けん

1000ml \2,754

竹炭パワー満載の熊本県
竹姫窯こだわりの逸品

パンダ印の｢竹酢液｣
竹酢液

500ml \1,944

ココ・ボーテグループの
オリジナル商品には
現時点で有害とされる
成分を配合していません


