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「森の看護師」の異名を持つ栄養たっぷりの「白樺樹液」を皆さんはご存知ですか？
水よりもお肌への浸透力が高い白樺樹液は、今各所から注目を浴びています。
今回は白樺樹液の魅力、そしてその魅力が詰まった化粧品をご紹介します！
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白樺はとても生命力が強く、「マザーツリー（母の木）」と
呼ばれています。そんな白樺から抽出される白樺樹液に
は、身体とお肌が必要としている様々なビタミン、18種の
アミノ酸、18種の微量元素、11種の脂肪酸が含まれてお
り、その中でも、特にカルシウム、マグネシウム、カリウム
など、みずみずしいお肌に欠かせないミネラルが豊富に含
まれています。また、お肌への浸透力が普通のお水よりも
早いため、お肌をよりふっくらしっとりさせてくれます。
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白樺樹液の魅力
白樺樹液（ホワイトバーチウォーター）は、「森の看護師」
という別名があるほど健康効果の高い飲み物として古く
から親しまれてきました。北欧では、白樺樹液が古くか
ら美容と健康のために広く使われており、西暦921年には
すでに白樺樹液をスキンケア用品として使い始めていま
した。イギリスのヴィクトリア女王も美容品として白樺樹
液を愛用していたと言われています。

時田工業株式会社が開発したSIRACAは、なんといっ
てもオールハンドメイドなのがポイント。まるでパティ
シエが丁寧にケーキを作り上げるように、技術や知識
を数十年かけて学んだ化粧品の技術者たちが、素材
にこだわり、吟味し、試行錯誤を繰り返して作ってい
ます。規格通りの機械作りではなく何回も温度を変
え、混ぜる回転速度を早くしたり、遅くしたり、仕上が
りを見ながら細かい調整を行うからこそ、お肌に対す
るテクスチャーを感じ取りながら製造することができ
るのです。機械作りに比べて数倍のコストがかかるた
め手作りで化粧品を作っている会社は数少ない中、
オールハンドメイドにこだわり抜く姿勢には感銘を受
けます。化粧水、美容液、クリーム、ハンドクリーム、
シャンプー、コンディ
ショナー、ボディソー
プ、飲料用樹液、など
幅広いラインナップ
も魅力。どの商品も
防腐剤が入っていな
いため、冷蔵庫での
保管が必要です。

イギリス女王も虜に…！

魅力あふれる 白樺樹液スキンケア製品紹介

SIRACA

New!

オールハンドメイドで肌と人を豊かに

皆さんも、白樺樹液の栄養がたっぷり詰まったスキンケア、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試してみてはいかがでしょうか。

養生堂日本株式会社は、北欧の古き伝統からインスピレーションを得
て、現代的な研究開発技術を使い革新的な白樺樹液コスメYOSEIDO
を開発しました。YOSEIDOで使用している白樺樹液は、北緯45度以
上の高冷地にある白樺林から採集しており、樹齢25年以上の厳選さ
れた白樺のみが選択されています。白樺の成長及び生態系に影響を
与えないよう古き伝統的な採集法で、毎年の春にわずか約２～３週間
だけ取ることができる白樺からの贈り物を製品化しているそうです。
保湿液（さっぱり）、保湿液（しっ
とり）、保湿マスク（パック）、保
湿クリームというラインナップ。
パックは、超極細繊維を使用
した立体加工３Ｄシートでぷ
るぷるの白樺樹液をしっかり
と肌に浸透させることができ
ます。

YOSEIDO
自然が育んだナチュラルスキンケア

モアコスメティックス株式会社も、白樺樹液100％の
スキンケア製品JUEKIを開発しました。昔から健康飲
料やローションとして愛用されてきた白樺樹液の成分
分析や効能効果の検討とともに、化粧品に配合でき
るよう研究開発を長年続けてきた結果、シミやシワ、
乾燥など皮膚に老化をもたらす活性酵素を消す「抗
菌作用」があることを科学的に実証しました。また、
白樺樹液は肌に塗布すると、水分の蒸散量を抑える
「肌バリア機能向上」作用や、角層の水分量を長時間
維持する「角層水分量向上」作用を示すことも研究に
より確認したそうです。クレンジ
ング、洗顔フォーム、エッセン
ス、クリームというラインナッ
プ。中でもモアコスメティックス
の得意分野である洗顔フォーム
は、弾力のある優しい泡が特徴
です。洗い上がりは超しっとり、
肌本来の潤いを保ちます。

JUEKI
肌時間を巻き戻す化粧品…！？
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自然素材と漆喰が基本スペッ
クの新築住宅。内外ともに漆喰
仕上げ・自然素材のフローリン
グのオーダーメイド住宅です。

場　所 ： 亘理町
案件名 ： F様邸 
施工月 ： 2021年2月
施　工 ： 株式会社佐元工務店
  　　　　〒984-0823 宮城県仙台市
  　　　　若林区遠見塚2丁目27-9
              

案件の概要

バルカンデッキを選んだ理由
２Fバルコニーのまたぎ段差軽減で対応を求められており、室内空
間から外部にかけて素材感を生かした仕上げで統一できることが
ポイントでした。段差軽減のため、かさ上げできる下地材も仕上げ
材同様に耐久性のあるものが必須ということで、バルカンデッキの
採用に至りました。

こだわった点
88角の角材を下地にデッキ材を貼ることで２Ｆフローリングとの
高さを調整し、ゆるやかにバルコニースペースと行き来できるよう

今回はオーダーメイド住宅の施工事例です！
お客様の要望に答えるためのポイントやこだわりとは……？

▲バルカンデッキで足元にもやわらかさを演出

▼室内外と素材感を生かした仕上がり

になりました。内部のオークのフロア
とバルコニーのバルカンデッキともに
やわらかな風合いで足元を演出してい
ます。バルカンデッキのフラットな裏
面を利用しましたが、漆喰のシンプル
な空間とマッチしています。

趣 味
休 日 の 過 ご し 方
座 右 の 銘
一 言 コ メ ン ト

カーオーディオ、ゴルフ
家族で公園に出掛けています。
艱難汝を玉にす
当社は木質系素材を中心に、階段・カウンター・家具等を扱うメーカーです。
また、当社の工場はライン化をしておらず、総合メーカーさんでは対応しづら
い特注品の製作を得意としております。

：
：
：
：

自
己
紹
介

今回は、株式会社ヤマシタ
仙台営業所所長の

田尻 敦士さんが
おすすめ商品を
教えてくださいました！

オープン階段は施工が複雑で手間が掛かるといったイメージが強いですが、桁や段板は

金具で固定するだけで簡単に取り付けができます。フルプレカットでご依頼いただければ

部材のカットする手間も省けるので、順調に施工が進めば半日で取り付けが可能です。

併せて、木質、金属系で手すりをご用意できます。桁の見付けが180mmと、スッキリとし

た印象なのでリビングに設置しても違和感がございません。インテリアの一部としてご使

用いただけます。

商 品 紹 介

オープン階段 フライト
簡単施工で、見た目もスッキリ！1

特注オーダー家具というと高いイメージがございますが、当社ではマ

イティーボード（低圧メラミン化粧板）を使用することで低コストを実

現しました。戸建て向けの小ロットから、賃貸向け、老健施設向けの

大口ロットにも対応いたします。表面の柄も9色の中からお選びいた

だけるので、イメージに沿った商品をご提供いたします。また、当社の

得意とする集成材で製作も可能。キッチンのキャビネットやカップ

ボード、リビングの壁面収納も製作でき、収納したいものや、飾りた

いものに応じて製作しますので空間の演出に役立ちます。

商 品 紹 介

オーダーサイズ家具
お客様の「欲しい」を形にします！2
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フォレスティ峯岸
インスタグラムのアカウントを開設しました！

みなさまによりフォレスティ峯岸を知っていただくため、身近に感じていただくためにも
この度インスタグラムのアカウントを開設しました！

アカウント名 ： the_foresty
The Foresty フォレスティ ABODO
“森のように人にやさしい”
森は主張せず、静かである。
森は寛容であり、厳しくもある。
森はただそこにあり、生物を守りつないでゆく。
私たちフォレスティ峯岸はそんな会社であり続けます。

コメントやハッシュタグをつけて魅力をアピール！

「こんな使い方もあるのね！」素敵な事例がたくさん！

事例だけ
でなく、

季節を感
じられる

投稿も。

地元の愛
宕神社か

ら見える
桜の花、

青空との
コントラ

ストが綺
麗です♪

展望台デッキスペースにて。壮大さとともにウッドデッキが映える一枚です。
その他にもデッキ材やみなさまに役立つような
さまざまな情報・事例をホットにお届けしています！
ぜひフォローをお願いします！

News!

ちょこっとページを覗き見！
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醤油とオリーブオイルに黒トリュフが卵
かけご飯にマッチします。
マイルドで最高に美味しい！絶品です。

これ食べて！これ食べて！

紀ノ国屋
「贅沢な卵かけ
 トリュフ醤油」

気温もちょうどよくなりお出かけ日よりが続く５月。
美味しい料理を携えて贅沢なピクニックはいかがでしょうか？

今回は相澤さんのおすすめ商品をご紹介！料理の味変などにもうってつけです♪

お取り寄せグルメ紀行

卵料理に良く合う
ブレンドソースです。
卵かけご飯など

卵料理との相性抜群。そのまま生卵やオムレツにかけて
召し上がれ！

相澤真貴さんイチ押し！

注文はこちらから

ウィズコロナの時代だからこそ、
お家で安心して味を堪能できるお取り寄せ！

季節ごとに旬の食材を使った
おすすめ商品を紹介します。

ウィズコロナの時代だからこそ、
お家で安心して味を堪能できるお取り寄せ！

季節ごとに旬の食材を使った
おすすめ商品を紹介します。

生で食べるのとは一味違う！
少し気温の高くなった今が食べどきです！

春摘みいちご
アイスクリーム

注文はこちらから 注文はこちらから 注文はこちらから

太陽と土の匂い、あふれる生命力

フルーツトマト秀品

可愛らしいフォルム、特別感がたまらない！

冷凍寿司    彩 ～ｓａｙａｋａ～

春摘みいちごに練乳風味のアイスが
たっぷり。トロ～リ、なめらか食感のアイス
クリームです。酸味のあるシャリッとした
いちごとまろやか濃厚な練乳アイスは
間違いのない組み合わせ！少し溶けるの
を待っていただくのも◎

高糖度トマトは水を極限まで減ら
し水分をしぼるのが一般的ですが、
こちらのトマトは適度なストレスを
与えることにより、甘いだけでなく
ジューシーさ、コク、酸味、食感のバ
ランスのとれた美味しいトマトに
なっています。

古都金沢の押し寿司専門店の「一口サイズ
寿司」セットです。彩り豊かな一口サイズの寿
司の数々は、2ヶ月ごとに2～3品ほど内容が
変わります。常に新しい味に出会えるので、
飽きることなくリピートできます。また、可愛
らしいフォルムの寿司だけでなく、優しい味
の和菓子もセット。デザート付きで女子うけ
間違いなしです。冷凍で届くので、常備してお
けば急なおもてなしにも利用で
きて便利です。

5月おすすめ
グルメ特集
5月おすすめ
グルメ特集
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