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ナチュラルレーベン株式会社 
 

 

 

 
 

オーガニック ボディケアギフト 

ラヴェーラ ボディスパ  

限定オーガニックギフトセット新発売 

 

ドツ・オーガニック化粧品 ＜ラヴェーラ＞は、天然ゕロマを楽しみながらボデゖケゕできる 

ボデゖスパシリーズから 2012 年冬の限定ギフトセットを発売いたします。 

今回発売する限定セットは、「ラヴェーラ ハニーモーメントギフトセット」と「ラヴェーラ バス

ソルトギフトセット」の２種類で、いずれもプレゼントに最適なギフトボックス入りのお得なセット

です。クリスマスのオーガニックギフトとしてもおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラヴェーラ バスソルトギフトセット        ラヴェーラ ハニーモーメントギフトセット 

税込価格 2,730 円                  税込価格 3,045 円 

バスソルト全６種×各 1 個           シャワー＆バスジェル・ボデゖローション  

2012 年 12 月初旬発売予定               2012 年 10 月 29 日（月）発売 

             

【本リリースに関するお問い合わせ】 

 

ナチュラルレーベン株式会社（日本正規総輸入元） 広報担当 尾花典子 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 TOC ビル 6F 

TEL: 03-5719-3484  FAX: 03-5719-3485    

E-mail: obana@natural-leben.jp 

lavera ブランドサト：http://lavera-naturalcosmetic.jp/ 

lavera 日本公式ツッター: http://twitter.com/lavera_JP 

lavera 日本公式 Facebook ページ: http://www.facebook.com/laveraJP 

 

６種の天然アロマが楽しめる 

お肌しっとりオーガニックバスソルト 

甘くてさわやかな香りの 

ボディウォッシュ＆ボディローション 

mailto:obana@natural-leben.jp
http://lavera-naturalcosmetic.jp/
http://twitter.com/lavera_JP
http://www.facebook.com/laveraJP
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ラヴェーラ ハニーモーメントギフトセット 

3,045 円（税込）  

セット内容 

 ボデゖスパ シャワー＆バスジェル ハニーモーメント 150mL 

 ボデゖスパ ボデゖローション ハニーモーメント    150mL 

             

――――――  ――――――  ―――――― ―――――― ―――――― ―――――― ――――― 

 

ギフトボックス入り 

甘くさわやかな香りのハニーモーメントセット 

 

シャワー＆バスジェルはオーガニックの植物オルや 

エキスがお肌をしっとり洗い上げ、花や葉、フルーツなど

のゕロマの泡が全身を包みます。バブルバスも楽しめるボ

デゖウォッシュ。うるおいキープで洗い上がりも 

しっとりなめらかなお肌に。 

 

ボデゖローションはオーガニックの植物エキスや 

シゕバター、ゕーモンドオル、ホホバオルなどが 

うるおいを閉じこめて、しっとり感をキープ。 

べとつかず、乾燥しやすいお肌をしっかりと保湿し、 

やわらかくなめらかに整えます。 

 

■ 鉱物油や合成の保存料・着色料・香料は不使用 

■ NATRUE 認定自然化粧品   
 

 

＜使用方法＞ 

ボディスパ シャワー＆バスジェル ハニーモーメント:適量を手や泡立ちの良いスポ

ンジ、タオルなどにとり、泡立てて洗って下さい。 

バブルバス（泡風呂）としてもおすすめです。 

ボディスパ ボディローション ハニーモーメント: 適量を手にとり、 

気になる部分や全身にやさしくなじませます。 

※ お肌に合わないときはご使用をおやめください。 

※ 高温多湿を避け、日光の当たらない場所で保管してください。 

※ 天然由来成分でできているため、色や質感にばらつきがみられることがあります。 

 

 

＜全成分＞ 

ボディスパ シャワー＆バスジェル ハニーモーメント: 水、グリセリン、ヤシ油ゕルキルグルコシド、（カプリリル／カプリ

ル）グルコシド、ココゕルキル硫酸Ｎａ、ハチミツ、牛乳、メリッサ水、キサンタンガム、エタノール、香料 

ボディスパ ボディローション ハニーモーメント: 水、グリセリン、エタノール、オリーブ油、トリ（カプリル／カプリン酸）

グリセリル、ミリスチルゕルコール、セテゕリルゕルコール、ダズ油、クエン酸ステゕリン酸グリセリル、シゕ脂、ゕーモ

ンド油、スクワラン、水添レシチン、キサンタンガム、水添パーム油脂肪酸グリセリズ、リゾレシチン、ゕブラナステロール

ズ、トコフェロール、レシチン、メリッサ水、ハチミツ、牛乳、ヒマワリ油、パルミチン酸ゕスコルビル、香料 

※ 成分は予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

2012 年 10 月 29 日発売 
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ラヴェーラ バスソルトギフトセット 

2,730 円（税込）  

バスソルト全６種×各 1 個 80g 

――――――  ――――――  ―――――― ―――――― ―――――― ―――――― ―――― 

 

ポルトガル・ゕルガルヴェ地方の天然海塩やオーガニックの植物エキスや 

シゕバター、ホホバオルを配合したバスソルト。 

乾燥したお肌や冷えがちなお肌も 

なめらかに整え、じんわりリラックスさせます。 

その日の気分にあわせて選べる天然ゕロマ６種類。 

香りを楽しみながら至福のバスタムを！ 

 

■鉱物油や合成の保存料・着色料・香料は不使用  

■NATRUE 認定自然化粧品  

■Vegan 認定植物性製品（ハニーモメント除く） 
 
 

☆オレンジ フゖーリング（天然オレンジのさわやかな香り）      

☆ローズ ガーデン（天然ローズの優雅な香り）         

☆ラム センセーション（天然ラムのすっきりさわやかな香り）   

☆ハニー モーメント（甘くてフレッシュな香り）         

☆ラベンダー シークレット（天然ラベンダーのいやされる香り）    

☆ココナッツ ドリーム（ココナッツとバニラの甘くとろける香り） 
 

 

＜使用方法＞ お湯をためたバスタブにとかします。 

150～200L のお湯に約 40～50g を目安として、 

香りを楽しみたいときはたっぷりと、量はお好みで加減してください。

ぬるめのお湯に 10～20 分ゆっくりつかり、 

天然のゕロマでリラックスした時間をお楽しみください。 

※お肌に合わないときはご使用をおやめください。 

※開封後はなるべく早めにご使用ください。 

※残り湯を洗濯に使用するのはお控えください。 

※天然由来成分でできているため、色や質感にばらつきがみられるこ

とがあります。 
 

＜全成分＞ 

オレンジ フィーリング：海塩、ビターオレンジ花水、シゕ脂、ホホバ油、ヒポフゔエラムノデスエキス、オレンジ油、ヒ

マワリ油、トコフェロール、パルミチン酸ゕスコルビル、エタノール、水、香料 

ローズ ガーデン：海塩、ノバラエキス、シゕ脂、ホホバ油、トコフェロール、ヒマワリ油、パルミチン酸ゕスコルビル、エ

タノール、水、香料 

ライム センセーション：海塩、クマツヅラ水、シゕ脂、ホホバ油、ラム果実エキス、ヒマワリ油、トコフェロール、パル

ミチン酸ゕスコルビル、エタノール、水、香料 

ハニー モーメント：海塩、牛乳、シゕ脂、ホホバ油、ハチミツ、ハチミツエキス、ヒマワリ油、トコフェロール、パルミチ

ン酸ゕスコルビル、エタノール、水、香料 

ラベンダー シークレット：海塩、ラベンダー花水、シゕ脂、ホホバ油、ゕロエベラ液汁、ヒマワリ油、トコフェロール、パ

ルミチン酸ゕスコルビル、エタノール、水、香料 

ココナッツ ドリーム：海塩、ココヤシエキス、バニラ果実エキス、シゕ脂、ホホバ油、ヒマワリ油、トコフェロール、パル

ミチン酸ゕスコルビル、エタノール、水、香料 

※ 成分は予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。 

2012 年 12 月初旬発売予定 
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ラヴェーラのボデゖスパシリーズは「スパのトリートメントをホームケゕでも」 

というコンセプトからつくられました。 

オーガニックや野生採取の植物から得られたオルやエキスが 

お肌をしっとり整えます。 

なめらかな使い心地と洗練された香りに包まれて 

至福のバス＆ボデゖケゕタムを演出します。 

 

 

 

 

WHO is lavera 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿―――― 

ラヴェーラの大切なお約束         

 鉱物油や合成の保存料・着色料・香料は使用していません。 

 ナチュラル・オーガニック化粧品に関する厳格な品質の維持を目的としたガドラン NATRUE 認証製品 

 配合成分と製造工程において動物性原料を使用していない製品に付与される Vegan 認定製品＊一部製品を除く 

 動物実験はおこなっていません。 

 環境にやさしいエネルギー技術を利用し、有害な汚水やガスを排出していません。 

―――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿―――― 
 

 

 真実のオーガニック ≪ラヴェーラ≫ は、ラテン語で「真実」という意味の 

ドツ生まれのオーガニックコスメです。 

 自らが敏感肌で幼少期より悩んでいた開発者トーマス・ハーゼの 

「すべての人の〝真実のオーガニック化粧品でありたい“」という願い 

から生まれたブランドです。2012 年でブランド創立 25 周年を迎えます。 

 ラヴェーラは以下の３つのフゖロソフゖーをもとに、環境に配慮しながら、 

常に研究開発に注力し、ノベテゖブな製品づくりに心がけ、 

あらゆるケゕの充実した製品をシリーズとしてご提供しています。 

✿ Effective  [スキンケゕ効果] 本来肌がもっている自然の力を引き出す 

✿ Skin-friendly  [お肌目線]  あらゆる肌質に心地よくなじむ 

✿ Natural  [偽りのない自然] 原材料から製造過程に至るまで 

              自然を尊び調和していく 

 

 

 

You, too, can experience the fascinating, natural world of lavera. 

Natural and Pure 


