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全成分：
グリセリンソープ、カラージェル、マ
イカフレグランス：ハイビスカス

No.1 ソープバー

透明感のある2色のお色の組み合わせが
美しいジュエルソープ。思わず持ち上
げて自然光に透かせてみたくなります。

奥行き感が楽しいジュエルソープ。や
さしい色合いのマシュマロカラーが特
徴です。複雑に輝く色彩に思わずとき
めくジュエルソープです。

全成分：
グリセリンソープ、マイカフレグラン
ス：紅茶

きらきらした石けんを閉じこめたソー
プバー2本セットでの販売です。小分け
タイプなので、旅行での使いきり石け
ん、プレゼントとしてもオススメです。

全成分：
グリセリンソープ、カラージェル、マ
イカフレグランス：ムスク

No.3 オーロラ

No.2 グラデーション

&S

東京池袋にてジュエルソープレッスンを行っているアンドエスすみれと申します。私はもともと肌が弱く、市
販のボディソープを使用すると赤いまだらになってしまう敏感肌です。自分で使うために、1ヶ月かけて作る
CPソープづくりを楽しんでいた頃、宝石石けんを知り、その美しさに衝撃を受けました。以降日本国内のみ
ならず、海外レッスンにも参加し、MPソープを学んできました。透明感のある上品で美しいジュエルソープ
をどなたでも楽しくお作り頂けるように。日々、研究と実験を重ねながら楽しく学んでおります。MPソープ
の良さがもっともっと広まりますように。

クリエイター：すみれさん

希少価値の高いニュージーランド産の
マヌカハニーをたっぷり配合。ゴート
ミルクも加えました。ほんのりとハチ
ミツの香り、色ともに自然のものです。

全成分：
オリーブ油、パーム油、レッドパーム
油、パーム核油、未精性カカオバター、
ゴールデンホホバ油、ゴートミルク粉、
マヌカハニー、NaOH、精製水、ピン
ククレイ

No.4
マヌカハニー&ゴートミルク

まひもろ石けん工房

13年前より手作り石けんの魅力に取りつかれ、作り続けています。神奈川県中心に石けん教室を開催し、オ
リジナルレシピを伝授しています。なるべく優しい材料で、色や香りも控えめを心掛けています。雑貨として
もお譲りしていますのでお問い合わせ下さい。エテルノベーラさん主催のSoaper’s Cupでは、2度の優勝
を頂いています。

クリエイター：まひもろさん

沖縄の特産「ぬちまーす」を配合した
人気Soapです。冬バージョンでシアバ
ターも配合。香りは甘くすっきりと。
毎年レシピを変えてお作りしています。

全成分：
オリーブ油、パーム油、パーム核油、
スイートアーモンド油、ひまし油、シ
アバター、沖縄ぬちまーす（粉塩）、
NaOH、精製水、ローズマリーEO、
リッツァクヴェヴァEO、ローズウッド
EO、フランキンセンスEO、ラベン
ダーEO、ラピスラズリ藍（粉末）

No.5 Salt Soap

カカオ100％のチョコレートを配合し
た見た目も香りもまるでチョコレート
の石けんです。バレンタインの送り物
にも♡

全成分：
オリーブ油、パーム油、ココナッツ油、
カカオバター、カカオ100％チョコ
レート、ヘーゼルナッツ油、カカオア
ブソリュート、スイートオレンジEO、
ピンククレイ、ブラックココアパウ
ダー

No.6 チョコレートナッツソープ

ハンドメイドコスメティックス協会認定校

エテルノベーラ

http://andsumire.com/
http://andsumire.com/
https://www.instagram.com/and_sumire/
https://www.instagram.com/and_sumire/
https://ameblo.jp/mahimoro2016
https://ameblo.jp/mahimoro2016
https://www.instagram.com/mahimoro/
https://www.instagram.com/mahimoro/
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No.7 カフェショコラ
かわいいネコのデザイン石けんを甘～い香
りで作りました。ネコちゃんの部分の石け
んは、ゴートミルク入りです。ベース部分
ははちみつ（れんげ国産）をいれてみまし
た。

全成分：
オリーブ油、パーム核油、パーム油、ひま
し油、ゴートミルク粉末、はちみつ（国産
れんげ）、フレンチバニラF.O.

カフェモカのような香りの石けんを作ろう
と考案しました。ココアバターでチョコ
レートの様な香りです。チョコレートと
コーヒーでおかしのようなルックスも可愛
いです。バレンタインのプレゼントにも。

全成分：
オリーブ油、パーム核油、パーム油、ココ
アバター、コーヒー（レギュラーコー
ヒー）、ココアパウダー、精製水、苛性
ソーダ

No.9 スイートキャット

手作り石けん ルーナ

手作り石けんの魅力にはまって12年。何でも作ることが大好きで、色々なクラフト・アートのお教室を奈
良・大阪で開催。天然素材を使って、やさしい色のアートな石けん作りを目指しています。

クリエイター：はまじ みみこさん

ハートの部分は地元の赤ワインを、ベース
の部分には地酒（日本酒）をいれて。お友
達にプレゼントしたら大好評のおさけの石
けんです。

全成分：
オリーブ油、パーム核油、パーム油、シア
バター、赤ワイン（奈良県産）、天の二上
（日本酒）、精製水、苛性ソーダ

No.8 ドキドキハート

全成分：
ピュアオリーブオイル、つ
ばき油、ココナッツオイル、
パーム油、ひまし油、水酸
化Na、精製水、精油（プ
チグレン、パルマローザ、
シダーウッド）、マイカピ
ンク、マイカ赤

No.10 Kinako

オレイン酸が豊富な椿油を
メインに使用した贅沢な石
けん。

白いコンフェティ石けんを
トッピング。京都産の黒州
きなこをたっぷり使用した
見た目もおいしそうな石け
ん。

全成分コナッツオイル、
パーム油、ひまし油、水酸
化Na、精油（フェンネル、
スターアニス、パチュリ）、
精製水、きなこ

No.11 Camellia

Handmade soap Tirol

Tirolの石けんは38～40度前後の低温でゆっくり時間をかけて石けん化する技法“コールドプロセス法”で
作っています。
手作り石けんのよさを伝えるために中央区にあるアトリエでは1dayレッスン、各地で出張ワークショップな
ども定期的に開催しております。

クリエイター：CHILOさん

ハンドメイドコスメティックス協会認定校

エテルノベーラ

https://www.tirolsoap.com/
https://www.tirolsoap.com/
https://www.instagram.com/handmadesoap_tirol/
https://www.instagram.com/handmadesoap_tirol/
https://www.instagram.com/runa3352/
https://www.instagram.com/runa3352/
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No.16
クレオパトラ ～ローズ＆シルク～

テーマは世界三大美女。小野小町はヘチマ水、
コメヌカ、小豆（全て無農薬）。日本でもお
馴みの美容に使われてきた素材です。飾りの
CPソープも手作りで、化学合成成分無添加
です。

全成分：
植物油（パーム、パームカーネル、キャス
ター、ホホバ）、精製水、水酸化Na、ヘチ
マ水、米ぬか、小豆パウダー、マイカ、ミツ
ロウ、精油（マンダリン）、CPソープ（植
物油（スイートアーモンド、ココナッツ、
パーム、パームカーネル、キャスター、大豆、
サフラワー）、精製水、植物性グリセリン、
水酸化Ｎａ、グラニュー糖、スピリタス、マ
イカ）

テーマは世界三大美女。クレオパトラは濃厚
なローズの香りにシルクパウダー、ゴートミ
ルク、くちゃ、蜂蜜をぜいたくに使った石け
んです。飾りのCPソープも手作りで、化学
合成成分無添加です。

全成分：
植物油（オリーブEXV、パーム、パームカー
ネル）、ミツロウ、水酸化Na、精製水、
ローズワックス、ゴートミルク、クチャ、シ
ルクパウダー、蜂蜜、精油（ゼラニウム）、
マイカ、CPソープ（植物油（スイートアー
モンド、ココナッツ、パーム、パームカーネ
ル、キャスター、大豆、サフラワー）、精製
水、植物性グリセリン、水酸化Ｎａ、グラ
ニュー糖、スピリタス、マイカ）

No.18
小野小町 ～米ぬか＆小豆～

マムズマムソープ

手作り石けんを知り、１７年。マムズマムソープという店名も１２年となりました。アロマセラピーの知識も
生かしつつ、安心して使える原料のみで作った石けんは地元の石けん教室等でも好評いただいております。

クリエイター：古屋 美也子さん

北海道産のスキムミルクを使った牛乳
石けんです。マカダミアナッツオイル
を20％使用している為、贅沢なもっち
りとした泡になります。牛をイメージ
した見た目も楽しんで頂きたいと思い
ます。

全成分：
オリーブオイル、パームオイル、パー
ム核オイル、マカダミアンナッツオイ
ル、精製水、苛性ソーダ、道産スキム
ミルク、レモン精油、竹炭パウダー

No.13 Cow Soap

amour de savon

北海道の地元素材を使った石けん作りをしています。日々の生活の中でインスピレーションを感じたものを石
けんで表現しています。それぞれの石けんの香りの違いも楽しんで頂きたいと思います。

クリエイター：aibonさん

北海道産の酒粕を探して作成した石け
んです。酒粕とオレンジを使った美味
しいスコーンを食べた時に、この石け
んを作ろうと思いつきました。甘い香
りを楽しみながらお使いください。

全成分：
ゴマオイル、米油、ココナッツオイル、
パームオイル、精製水、レッドパーム
オイル、苛性ソーダ、オレンジ精油、
酒粕ペースト（道産）

No.14 オレンジと酒粕Soap

毎年恒例ではありますが、バレンタイ
ンをイメージした石けんを作りました。
甘いものが苦手な方へのプレゼントや
自分へのご褒美にどうぞ。製法は昔な
がらのマルセイユ製法です。まん中の
部分のみオリーブ100％の石けんにな
ります。

全成分：
オリーブオイル、パームオイル、ココ
ナッツオイル、精製水、苛性ソーダ、
イランイラン精油、道産米ぬかパウ
ダー、赤色部分→グリセリンと赤色
226号色材

No.15 バレンタインSoap

No.17
楊貴妃 ～真珠＆クレイ～

テーマは三大美女。楊貴妃は真珠パウダーを
主役にクレイとクチャで仕上げました。飾り
のCPソープも手作りで、化学合成成分無添
加です。
全成分：
植物油（パーム、パームカーネル、キャス
ター、ホホバ）、精製水、水酸化Na、クレ
イ、クチャ、真珠パウダー、マイカ、精油
（パチュリ、ラバンジン、エレミ）、ミツロ
ウ、CPソープ（植物油（スイートアーモン
ド、ココナッツ、パーム、パームカーネル、
キャスター、大豆、サフラワー）、精製水、
植物性グリセリン、水酸化Ｎａ、グラニュー
糖、スピリタス、マイカ）

ハンドメイドコスメティックス協会認定校

エテルノベーラ

https://momsmomsoap.jimdofree.com/
https://momsmomsoap.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/momsmomsoap/
https://www.instagram.com/momsmomsoap/
https://www.facebook.com/miyako.sakata.77
https://www.facebook.com/miyako.sakata.77
https://www.instagram.com/amour_de_savon/
https://www.instagram.com/amour_de_savon/
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全成分：
ハイオレックひまわりオイル、パーム
オイル、ココナッツオイル、キャス
ターオイル、スイートアーモンドオイ
ル、シアバター、スクワランオイル、
アスタキサンチン、白とピンククレイ
のコンフェティ、スイートオレンジ、
フランキンセンス、ラベンダー、ロー
ズゼラニウム、精製水、苛性ソーダ

No.19 真珠とクレイの石鹸

アスタキサンチンでオレンジ色の石鹸
を作りました。寒い季節には暖かい色
が欲しくなります。アクセントとして
白い石鹸とピンククレイの石鹸をコン
フェティとして入れています。オレン
ジ色に影響が出ないように香りはフラ
ンキンセンスを主体にしました。

毎日のように料理で使っている三年熟
成の本味醂で石鹸を作りました。茶色
は本味醂の色です。

全成分：
米油、オリーブオイル、パームオイル、
ココナッツオイル、シアバター、ゴー
ルデンホホバオイル、ベルガモット、
マンダリン、ラベンダー、ローズゼラ
ニウム、シダーウッド、イランイラン、
三年熟成本味醂、コンフェティ、精製
水、苛性ソーダ

クレオパトラや楊貴妃、西太后などが
使っていたという真珠パウダーを、石
鹸に入れてみました。あこや貝の真珠
層をパウダーにしたものです。大好き
なシアバターも使っています。ローズ
クレイでマーブル模様にしてみました。

全成分：
オリーブオイル、米油、パームオイル、
ココナッツオイル、シアバター、太白
胡麻油、ラード、ゴールデンホホバオ
イル、真珠パウダー、ローズクレイ、
サイプレス、フランキンセンス、ゼラ
ニウムブルボン、ローズゼラニウム、
精製水、苛性ソーダ

No.21 シアバター味醂石鹸

No.20 アスタキサンチン入石鹸

シュガーバイン亭

乾燥肌改善のために石鹸を作り始めました。良質なオイルや植物バターを使用し、香りはエッセンシャルオイ
ルで付けています。お菓子を作るような感覚で石鹸を作っています。

クリエイター：シュガーバインさん

ソーパーズコレクション開催場所

ハンドメイドコスメティックス協会認定校

エテルノベーラ
OPEN:11：00〜19：30 木曜定休
住所：大阪府大阪市西区北堀江1丁目6-24

Y’s ピアアクセス心斎橋2F 
TEL：06-6535-1008 
FAX：06-6809-3008
Mail：info@eterno-bela.com

⑳

ハンドメイドコスメティックス協会認定校

エテルノベーラ

06-6535-1008
mailto:info@eterno-bela.com

