


これがいちばん、わたしらしい。

肌にも心にもフィットするものを選びたい。

そんな想いに応え、自然由来成分* にこだわって生まれた

ナチュラルケアシリーズ「Mo i i （モイ）」。

身につけるたびに自信が満ち、毎日が輝いていく。

自分らしくあることこそ、何より美しいのだから。

     

* 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。 
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1.自然由来成分＊を高配合した処方設計

2. パラベンフリー

3.合成着色料フリー

4. 全製品に敏感肌パッチテストを実施

肌にも髪にも心にも気持ちいい理由。

M o i i の4つの約束

（すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。）

＊成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。

無理をせずに。でも、流されずに。

いつでもナチュラルでありたいと思う。

しなやかで強い植物たちのように、

自分の感じる心地よさに、耳を澄ませて。
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すみずみまで潤してキメを整え、コーミングを
スムースにするマルチトリートメントウォーター。
ひっかかりを抑えて、サラサラの指通りへ。

ウィンディーグリーンの香り

120mL

モイ  ウォーター   ジェントル ドーン
〈ボディ・ヘアトリートメントウォーター〉

Moii water Gentle dawn

自然由来成分＊1100%＊2

シリコーンフリー

毛髪補修/保湿　　 ピープロテイン（加水分解エンドウタンパク）

エモリエント/保湿    シーラベンダーエキス（リモニウムナルボネンセ花/葉/茎エキス）
　　　　　　　　　    ザクロ培養エキス（ザクロ種子細胞培養溶解質）
　　　　　　　　　    アーティチョークエキス（アーチチョーク葉エキス）

天然精油／シベリアモミ油（シベリアモミ）
シスツスラダニフェルス樹脂（ラブダナム）
レモングラス油（レモングラス）

＊1. 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。
＊2. 水を含めていません。

心に満ちる静かなやすらぎ。

みずみずしい 1 日のはじまりに向けて。

自然由来成分＊1100%＊2

シリコーンフリー

あの頃や未来に思いを馳せる夜。

素顔の自分をいたわるように。

奥深くまで潤して、髪を集中補修・保護する
濃密美容液のマルチトリートメントコンク。
熱ダメージに負けない、やわらかな髪へ。

ノスタルジックフローラルの香り

58mL

モイ  コンク   モアヌード
〈ボディ・ヘアトリートメントミルク〉

Moii conc More nude

ヒートレジスタント（保湿）    発酵酒粕エキス（酒粕エキス）
毛髪補修/毛髪保護　　

毛髪補修/保湿　　　　　　　和三盆糖蜜（トウミツ）

エモリエント/保湿　　　　　  マルラオイル（スクレロカリアビレア種子油）
　　　　　　　　　  　　　 バオバブオイル（バオバブ種子油）
　　　　　　　　　 　　　　アボカドオイル（アボカド油）

天然精油／ビターオレンジ花油（ネロリ）
エンピツビャクシン油（シダーウッド）
パチョリ油（パチュリ）

＊1. 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。
＊2. 水を含めていません。
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ときには可憐より、ハンサムに。

しなやかに凛としてあること。

自然由来成分＊1100%＊2

シリコーンフリー 自然由来成分＊1100%＊2

シリコーンフリー

肌や髪をやわらかく整え、ハンドケアもできる
マルチクリーム。やさしい潤いを与えながら、
ヘルシーなツヤのある、ナチュラルな仕上がりに。

ハンサムフゼアの香り

60g

モイ  クリーム   グローリーゼア
〈ボディ・ヘアトリートメントクリーム〉

Moii cream Glory there

毛髪補修/保湿　   ウチワサボテンオイル(オプンチアフィクスインジカ種子油)

エモリエント/保湿     マルラオイル(スクレロカリアビレア種子油)
                                 バオバブオイル(バオバブ種子油)
　                             アボカドオイル(アボカド油)

天然精油／ベルガモット果皮油（ベルガモット）
ベチベル根油（ベチバー）
コーヒー種子エキス（コーヒー）

軽い質感でウェットにおさめるマルチ美容オイル。
髪や肌、ネイルにきらめくツヤを与えながら、
なめらかな手触りへ導きます。

エキゾチックフローラルの香り

50mL

モイ オイル レディアブソリュート
〈ボディ･ヘアオイル〉

Moii oil Lady absolute

毛髪保護/保湿   　 タピオカ由来パウダー(パルミチン酸デキストリン)

エモリエント/保湿    マルラオイル(スクレロカリアビレア種子油)
                                 バオバブオイル(バオバブ種子油)
　                             アボカドオイル(アボカド油)

天然精油／イランイラン花油（イランイラン）
ラベンダー油（ラベンダー）

穏やかに、けれども気高く。

自分だけの光をみつめて。

＊1. 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。
＊2. 水を含めていません。 ＊1. 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。

＊2. 水を含めていません。
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変化する自分を楽しむ。

変わらない芯を愛しながら。

心に余裕を。日々に潤いを。

いつでも機嫌よく過ごせるように。

自然由来成分＊1100%＊2

シリコーンフリー

自然由来成分＊1100%＊2

シリコーンフリー

毛髪補修/保湿   　   液状シアバター（シア脂エチルエステルズ）

 ※Moii Mist は写真中央の円筒アイテムです。

＊1. 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。
＊2. 水を含めていません。

＊1. 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。
＊2. 水を含めていません。

オイル配合でベタつかずに潤いが続く、
ウェットな束感と動きをつくるマルチバーム。
髪につけた後は、手肌にやさしくなじませて。

アロマティックウッディの香り

37g

モイ  バーム   ウォークインフォレスト
〈ボディ・ヘアトリートメントバーム〉

Moii balm Walk in forest

エモリエント/保湿     マルラオイル(スクレロカリアビレア種子油)
                                  バオバブオイル(バオバブ種子油)
　                              アボカドオイル(アボカド油)

天然精油／ビャクダン油（サンダルウッド）
ユーカリ葉油（ユーカリ）

自然なボリュームとツヤを与え、
ふんわりと仕上げるマルチミスト。
地肌の保湿や、肌の引きしめにも。

エナジェリックスパイシーの香り

80mL

モイ　ミスト　エラスティックモード
〈ボディ･ヘアミスト〉

Moii mist Elastic mode

エモリエント/保湿     トレハロース
                                  ミネラル（硫酸Mg）
                                  シーラベンダーエキス（リモニウムナルボネンセ花／葉／茎エキス）
                                   ザクロ培養エキス（ザクロ種子細胞培養溶解質）
                                   アーティチョークエキス（アーチチョーク葉エキス）

天然精油／ショウズク種子油（カルダモン）
チョウジ葉油（クローブ）
パルマローザ油（パルマローザ）
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ウィンディーグリーンの香り

Moii water Gentle dawn

TOP

ベルガモット・レモングラス・ミント
オレンジ・シベリアモミ・レモン・ローズマリー

MIDDLE

ゼラニウム
ジャスミンアブソリュート・ラベンダー

LAST

ラブダナム 

ジェントルドーン

深呼吸へと誘うようなグリーンな香り。
シベリアモミとレモングラスの爽やかさに
甘いラブダナムが寄り添い、
清々しくやさしい気持ちで
満たしてくれる。

グローリーゼア

ほのかに渋みのあるハンサムな香り。
上品なベルガモットに、
ベチバーとコーヒーを加えた香りは、
気持ちまでしなやかに整えてくれる。

エラスティックモード

パワーを与えてくれるスパイシーな香り。
力強いカルダモンとクローブに、
甘美なパルマローザを加えた香りは、
あるべき自分へと向かうよう
背中を押してくれる。

モアヌード

心をときほぐすノスタルジックな香り。
やすらかなネロリとシダーウッドと、
スモーキーなパチュリの香りが、
自分の中のピュアな想いを
呼び起こしてくれる。

レディアブソリュート

自信と幸福感を与えてくれるフローラルな香り。
イランイランとラベンダーを基調とした、
どこかエキゾチックな花の香りは、
気分を高め、今日すべきことを
自然とクリアにしてくれる。

ウォークインフォレスト

リラックス感を与えてくれるウッディな香り。
サンダルウッドとユーカリを基調とした、
包み込む森のような深い香りは、
緊張をほどいて
素顔の自分に戻してくれる。

厳選された天然精油を使用し、

アイテムごとにふさわしい香りを

　設計したMoiiシリーズ。
 それぞれのアイテムがイメージする

ライフシーンやテーマから

導き出されたキーワードが、

香りづくりのベースになっています。

ときには、その日いちばん身に付けたい

香りを直感的に選んで、スタイリングを

 決めてみるのもいいかもしれません。

エナジェリックスパイシーの香り

Moii mist Elastic mode

TOP

ベルガモット・レモン・ライム・プチグレン
カモミール・ブラックカラント・マンダリン・ペッパー 

MIDDLE

ローズマリー・ラベンダー・ネロリ
カルダモン・フェンネル・ナツメグ・パルマローザ 

LAST

ホーオイル・シダーウッドアトラス
シダーウッド・パチュリ・トンカビーン・バニラ

ハンサムフゼアの香り

Moii cream Glory there

ノスタルジックフローラルの香り

Moii conc More nude
エキゾチックフローラルの香り

Moii oil Lady absolute

アロマティックウッディの香り

Moii balm Walk in forest

TOP

ベルガモット
ラベンダー・アーモンド

MIDDLE

ベチバー・オニサルビア
マヨラナ・イランイラン・クローブ

LAST

コーヒー・ニュウコウジュ
サンタルムアウストロカレドニクム・オポポナックス

TOP

ラベンダー・マンダリン
シダーリーフ・カモミール

MIDDLE

イランイラン・ダルマチアンセージ・ゼラニウム

LAST

シダーウッド・クローブ

TOP

ユーカリ・ペパーミント
カモミール・グレープフルーツ・オレンジ

MIDDLE

ローズ・ゼラニウム・ラベンダー
クローブ・カンファー・ローズヒップ

LAST

サンダルウッド・シダーウッド

TOP

ベルガモット・マンダリン
カモミール・ローズマリー・ラベンダー 

MIDDLE

ブルガリアローズ・ゼラニウム
カルダモン・コリアンダー 

LAST

シダーウッドアトラス・パルマローザ
クローブ・ピンクペッパー 

Commitment to aroma

香りへのこだわり
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エナジェリックスパイシーの香り

Moii mist Elastic mode

TOP
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MIDDLE
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ハンサムフゼアの香り
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シダーウッド・クローブ

TOP

ユーカリ・ペパーミント
カモミール・グレープフルーツ・オレンジ

MIDDLE

ローズ・ゼラニウム・ラベンダー
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ブルガリアローズ・ゼラニウム
カルダモン・コリアンダー 
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Commitment to aroma

香りへのこだわり



  Care & Make up / ケア&メイクアップ
                 なりたい質感・スタイルに 

How to use effectively

Mo i iシリーズを
効果的にご使用いただくために

肌と同じように、髪もいたわりたいから。Moii シリーズは、すべてシリコーンフリー・自然由来成分＊1100%＊2。
単品使いはもちろん、ライン使いもおすすめです。

Line up

自然由来の原料を使用しておりますので、香り・色・粘性等が若干異なる場合や、バームにおいては粒状のものが生じる場合がありますが、品質には問題ありません。

for Oil
細かな束感やタイトなおさまりの表現には、量の調節

が大切。使う前によく振ることで、ツヤの持続力も変

わります。アウトバストリートメントにもおすすめ。

for Cream

一度にたっぷり出さずに、少量ずつなじませるのが

コツ。量の調節で、ナチュラルな潤いケアにも、みず

みずしい質感のスタイルにもトライできます。

for Mist
ポイントは、一箇所につけすぎないこと。髪を立ち上げ

たり、ボリュームを出したりしたいところに、ふんわりと

まとうようにしましょう。

髪質やなりたいイメージに合わせて、使用量目安を参考に量を調節。

つけすぎないようにしながら、好みのバランスを見つけましょう。

●イメージに合わせて、量を調節。

for Conc
ドライヤーやアイロンの熱ダメージに負けないように、

集中ケアを。たっぷり潤いを吸い込むので、つけすぎに

はご注意。手肌のケアにも活躍します。

for Water

すみずみまで潤しながら、髪や肌のキメをしっかり整え

ます。根元から毛先までをまんべんなく潤したあとは、

乾燥しがちな地肌のケアもどうぞ。

色や香り、粘性の変化をふせぐために、直射日光・高温多湿を避けて常温で保管しましょう。

●長く香りを楽しむために。

オイル・ウォーター・ミストは、使う前によく振って、精油や内容物をなじませましょう。

最後まで均一な状態で使用でき、仕上がりに差が生まれます。

バーム・クリーム・コンクは、寒暖差で、固さが変化することも。

高温多湿・低温を避け、常温保管することで、使い心地をキープしましょう。

●ひと手間で、いつでも快適に。

for Balm

手にとってあたためてから使うことで、髪や肌により

なじみやすく。やや固さや粒状のものを感じるときは、

よりしっかりとあたためて。

製品について

〈ウォーター〉 〈コンク〉

〈クリーム〉

〈オイル〉

〈バーム〉

〈ミスト〉

さりげないツヤで
  ナチュラルにまとまる。

キラッとしたツヤで
  タイトにおさめる。

濡れ感のあるツヤで
   束感と動きをつくる。

ナチュラルなツヤで
   ボリュームを出す。

 潤してキメを整え
ひっかかりを抑えた
サラサラの髪へ。

濃く深く潤して
熱に負けない 
やわらかな髪へ。

使用量目安：3プッシュ使用量目安：10～12プッシュ

使用量目安：パールサイズ（数回） 使用量目安：パールサイズ

使用量目安：3～5プッシュ 使用量目安：1～2プッシュ

Lotion  / 化粧水
  キメを整える

 Beauty serum / 美容液
           集中的にケア 

毛髪保護

保湿 毛髪補修  毛髪補修エモリエント

保湿エモリエント

保湿エモリエント

ヒートレジスタント＊3

柔軟効果

保湿強化＊4

毛髪補修

エモリエント 保湿 毛髪保護 エモリエント

 毛髪補修

保湿

エモリエント

＊1. 成分の由来の大半が植物等の非石油系成分であることを意味します。  ＊2. 水を含めていません。

＊3. 保湿  ＊4. 潤い保持力を保つ

サラサラ

トリートメント

こっくり

トリートメント

しっとり

スタイリング

ウェット

スタイリング

ウェット

スタイリング

ふんわり

スタイリング
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