
自然の力を
あなたの美
容と健康に。

自宅でビューティーセン
ターのトリートメントを。



ランジェリカ・ハーブ研究所は、
ボローニャの郊外にある19世紀
に建てられた別荘に1981年誕生
しました。
常に周囲の環境と調和するよう
配慮してきました。その精神は薬
草の伝統科学が革新的なそして
科学的な研究と交わるよう製品
に活かされました。
当研究所では、私たち人間に無
理強いすることなく日々の体のリ
ズムと調和して自然に抵抗なく
ケアする製品を作るよう心掛け
ています。

ランジェリカ・ハーブ研究所

30年の経験
Herbaceuticals® という言葉の創造者



ご存知のように、古代から薬草とそのエキス

は日々の小さな不安に、より良い方法で応え

る貴重な治療薬として使われてきました。

ランジェリカ・ハーブ研究所は、高度な技術を

用いハーブ伝統の永続するフィロソフィーを

もって、最適なハーブのみ選り分け、有効成分

の豊富な部分（葉、花及び根）を使用してそれ

らを最適バランスにミックスします。

当社の貴重なハーブティーはこのように創ら

れています。長年、食後のデザートと同じよう

にみなされており、お湯を注ぐと健康に良い

特性を放ち心地よさを提供します。

フィロソフィー

自然の産物からの健康



美は外側からだけでなく、体の内部から発せられ

るものです。多くの科学的研究が栄養と美の緊密

な相関関係を明らかにして来ました。

このたびランジェリカ・ハーブ研究所は、経験プラ

ス化粧能力を栄養機能能力と結合させ、ハーブテ

ィーの新しいカテゴリー「ビューティ・ハーバル・セ

レクション」を創出しました。それは外面を効率的

に改善するために、内面から栄養不足を補うもの

です。

当研究所グループは、機能確認済みの革新的成分

を使用して全成分が協力してベストな効果を生み

出すよう、慎重に有効成分を選出しました。

体の内部から生まれる美

化粧品は外側から、
一方ハーブは体の内側から

肌をきれいにするサポートをします。



トップクラスのヘルス・スパやビューティ・ファーム
で愛飲されているほのかに甘いピーチの風味

ローズヒップハイビスカス メリッサ

人工着色料不使用

ヒアルロン酸配合

ゼロカロリー

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

天然コラーゲン配合

ゼロカロリー

お肌に潤いを与えるプロ仕様ハーブティー
ヤングスキン

若々しく見える肌にするプロ仕様ハーブティー
コラーゲン・ダーマ

マテ緑茶 メリロートソウ

体の皮膚は、水分を補給しないと常に乾燥或いはハリをなく
す危険にさらされています。ヤングスキンはお肌に弾力性を
与える新しいハーブティーです。

このハーブティーは
＊若 し々く見える肌が欲しい方
＊老化現象防止
＊肌に栄養を に最適です。

肌の栄養補給に最適です。

顔の皮膚は常に日光、スモッグやストレスにさら
されています。これらは皺や肌のたるみのような
老化現象をさらに悪化させます。コラーゲン・
ダーマは、栄養を補給し体の内側から肌を護る
新しいハーブティーです。

このハーブティーは
＊若 し々い肌が欲しい方
＊老化現象を防止したい方
＊肌の栄養補給に最適です。　　　　

用量：1日2フィルター

人工着色料不使用

トップクラスのヘルス・スパやビューティ・ファーム
で愛飲されているほのかに甘いチェリーの風味

コスメスーティカル・ハーブティー



ラベンダー

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

カレンデュラ配合

ゼロカロリー

女性の生理不快感を軽減するプロ仕様ハーブティー
マンスリー・ハーモニー

多くの女性の健康は、毎月生理サイクル前後の
不快感に影響されます。この時期特有の不快感は
マンスリー・ハーモニーに含まれる成分によって
緩和されます。自然のモーメントにうまく対処して
女性が気持ちよくすごせるようお手伝いをします。

人工着色料不使用

バーベナ生姜

ップクラスのヘルス・スパやビューティ・ファーム
で愛飲されているほのかに甘いストロベリーの風味

このハーブティーは
＊生理の不快感を癒します。
＊むくみ感を軽減します。
＊心のバランスを取り戻す手助けをします。　
　　　
用量：1日2フィルター

メリッサ

人工着色料不使用

メチオニンとシスチン配合

ゼロカロリー

ボリューム感のある強いつやのある髪をつくるプロ仕様ハーブティー
トリコ・ビューティー

ある季節には或いはホルモンストレスから、髪は弱くなり抜け
易くなります。トリコ・ビューティーは髪と爪の栄養不足を補い
強くする新しいハーブティーです。栄養不足は枝毛の原因とな
ります。髪がその寿命中、正常な成長を取り戻す手助けをします。

このハーブティーは
＊つやのある強い髪が欲しい方
＊つやのある髪
＊弱い髪を強くしたい方に最適です。

用量： 1日２フィルター

ハイビスカス ホーステール

トップクラスのヘルス・スパやビューティ・ファーム　
で愛飲されているほのかに甘いバニラの風味



トップクラスのヘルス・スパやビューティ・
ファームで愛飲されているほのかに甘い　
ラズベリーの風味。

トップクラスのヘルス・スパやビューティ・ファーム
で愛飲されているほのかに甘いストロベリーの風味

人工着色料不使用

メリッサ配合

ゼロカロリー

アーティチョーク（チョウセンアザミ）配合

ゼロカロリー

心と体の調和を促進するプロ仕様ハーブティー
スイートラブ

減量中の体の浄化を助けるプロ仕様ハーブティー
デトックス・ビューティー

ローズリンデン

美容トリートメントを受けたいと思うのは、美しくなりたいと思
うだけでなく、あわただしい毎日から逃れちょっとゆっくりした
いという願望から生じます。そんな時スイートラブを飲んで、心
と体の調和を取り戻して下さい。

座ったままの生活や不適当な食習慣は、水の体内の滞留、毒
素の蓄積それから体重過多に繋がります。そんな時、デトック
ス・ビューティーは体を浄化し体のバランスを取り戻すのに役
立ちます。きちんと管理されたローカロリー食事療法と運動を

同時に取り入れれば、デトックス・ビューティーは
ウエストラインを気にするあなたの貴重な味方
となります。

このハーブティーは
＊理想の体重に近づけたい方
＊毒素を排出したい方　　　　　　
＊余計な液体を排出したい方に最適です。

用量： 1日2フィルター

人工着色料不使用

このハーブティーは
＊精神的にリラックスしたい方
＊心の健康を求めている方
＊ストレスの多い日々を送られている方に最適です。

用量： １日２フィルター

マテ ミルクシッスル ジャワティー



トップクラスのヘルス・スパやビューティ・ファーム
で愛飲されているほのかなフレッシュな香り

ファンネル（ウイキョウ）配合

ゼロカロリー

若いお母さんの健康のためのプロ仕様ハーブティー
ウエルネス・マム

妊娠初期および母乳育児初期は、母親にとっても
赤ちゃんにとっても大切な時期です。母乳の出を
よくし、赤ちゃんを落ち着かせ、若いお母さんの
健康を改善します。

人工着色料不使用

このハーブティーは
＊妊娠
＊授乳に最適です。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
用量： １日２フィルター

スターアニスキャラウェイミルクシッスル

人工着色料不使用

レモン・バイオフラボノイド 配合

ゼロカロリー

脚の美と健康のためのプロ仕様ハーブティー
フレボ・ダーム

このハーブティーは
＊セルライトとの闘い
＊微小循環の改善
＊足が重い感覚の緩和に最適です。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
用量：　１日３フィルター

バーチ ラスコ

トップクラスのヘルス・スパやビューティ・ファーム
で愛飲されているほのかな甘いライムの風味

座ったままの仕事、運動不足それから遺伝的な体質により、脚
は重くなったり腫れたりします。また体液がよどみ、ちくちく痛
む感覚に襲われたりします。フレボ・ダームに配合された植物
エキスは体液の滞留を少なくし、静脈と毛細
血管の血流を改善します。セルライトにも
有効です。 

緑茶



緑茶

トナリンCLA

マテ

クレアチン

カルニチン

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

緑茶

オルソシフォン

脂肪燃焼を促進するダイエットサプリ
スリム・シルエット

脂肪燃焼を促進するダイエットサプリ
スカルプト・フォース

脂肪のない筋肉に影響を与えることなく脂肪を少なくする
ダイエットサプリです。余分な水分も削減し、同時に糖分の
新陳代謝を高めます。トナリンCLA (共役リノール酸)、緑茶
そしてコウリス・フォースコリンが余分な脂肪を取り除くため
に協力して働く三つの重要な成分です。アンバランスなダイエ
ットで起こるような脂肪のない筋肉まで影響を及ぼすようなこ
とはありません。オルソシフォン、ナギイカダそしてセンテラ
のブレンドは利尿作用と血流を良くして過剰な水分を削減す
るのを助けます。

特に男性用に作られたダイエットサプリです。体の組織を引き
締め調子を高めます。トナリンCLA (共役リノール酸)は、重要
部位に蓄積した余分な体脂肪を除去するのに有効です。脂肪
のない筋肉には影響を与えません。 カルニチンは過剰体重を
身体機能エネルギーに変換するのを助け脂肪の多い組織を
除去する助けとなります。クレアチンとタウリンの共力作用は
筋肉がエネルギーと活力を得るのを助けます。活力を与える
マテ、ガラナそれから緑茶を加え、スカルプト・フォースはカフ
ェイン豊富で、熱エネルギー消費を促進し、ローカロリー・ダイ
エットを通して減量をサポートします。

このサプリは
＊脂肪消費を助けます。
＊脂肪のない筋肉に影響を与えません。
＊筋肉の調子を高めます。

用量： １日３袋

トナリン CLA　

マテ

このサプリは
＊過剰体重を落としたい方
＊ウエストラインを引き締めたい方
＊セルライトにお悩みの方に最適です。                                               用量：　一日３袋

緑茶　オルソシフォンナギイカダ

共力ダイエットサプリ



オメガ３

オメガ６

ビタミンE

肌に体の内部から栄養を与えるダイエットサプリ。
肌の弾力性を保ちます。

ハイドラ・スキン

ルリジサ亜麻油

乾燥肌を癒し肌のバランスを取り戻すダイエットサプリです。
オメガ３とオメガ６を豊富に含む自然のオイルを組み合わせ
、細胞粘膜はそのままにそして肌に水分を補給するのを助け
ます。こうして肌の弾力性を保ちます。ビタミンEの抗酸化作用
がフリーラジカル（遊離基）によって引き起こされる肌の老化
を防止します。

このカプセルは
＊皮膚に栄養を与えます。
＊皮膚組織を弾力的にします。
＊老化現象と闘います。

用量： １日２カプセル

センテラ・アジアチカ   

オメガ３

ビルベリー

コラーゲンの生産を助けるダイエットサプリ。
皮膚の老化を緩和します。

アイ・パーフェクト

アイ・パーフェクトはコラーゲンの生産を刺激し、それと同時に
目の周りの皮膚と組織に水分を補給します。ビタミンCがコラ
ーゲンを再生するのを助け、オメガ３が肌に水分を与え、ビル
ベリーとセンテラは微小循環が正常に動くことを助けます。抗
酸化物質のコンビネーションが有害なフリーラジカル（遊離
基）によって引き起こされる皮膚の老化を防ぎます。

このカプセルは
＊皮膚に潤いを与えます
＊ハリのある肌が欲しい方
＊目の周りに滑らかな皮膚が欲しい方に最適です。

用量： １日２カプセル

ビタミンC　　

ホーステール ブルーベリー



センテラ・アジアチカ

L-メチオニン

L-シスチン

大豆イソフラボン

クルクマ

レスベラトロル

健康的な髪を作るダイエットサプリ。
髪に栄養を与えよいコンディションに保ちます。

トリコ・アクション

肌の老化現象と体の内部から闘うダイエットサプリ。
リフト・コントロール

亜麻油大豆

抜け毛の原因となる栄養不足を補い強い髪を作る新しいダイ
エットサプリです。シスチンとメチオニンが髪の強さと美しさ
に必要不可欠なケラチンの形成を促進します。様々なミネラ
ルとビタミンが髪の生育を促進しもろさと抜け毛と闘います。
また大豆イソフラボンが髪の健康に寄与します。

このカプセルは
＊つやのある強い髪が欲しい方
＊髪に根元から栄養を与えます。
＊もろい髪を強くします。

顔の皮膚は、皺とかたるみのような老化現象に追い打ちをか
ける日光、スモッグやストレスに常にさらされています。リフト
・コントロールは特に肌のたるみと闘うダイエットサプリです。

このカプセルは
＊引き締まり若 し々く見える肌が欲しい方。
＊肌の老化をします。
＊肌に栄養を与えます。

用量： １日２カプセル

コラーゲン

クルクマ

ホーステール

用量：１日２カプセル



リコピン　

ビタミンE

ビタミンC　

日光からお肌を護るダイエットサプリ
インテンシブ・サン

肌が日光にさらされる準備をする新しいダイエットサプリです
。長くなる日光浴時間に対応する準備をします。ベータカロチ
ンが肌を紫外線から護る手助けをします。リコピンが肌の老化
と闘い、ビタミンCがコラーゲンの再生を助け、弾力性と抵抗

性を維持します。ビタミンEは肌の老化の原因とな
るフリーラジカル（遊離基）と闘います。

ベータカロチン

このサプリは
＊若 し々く見える肌が欲しい方
＊肌を護りたい方
＊フリーラジカル（遊離基）と闘います。

用量： １日２カプセル

ブルーベリールリジサ

コード

GA0878800
GA0875600
GA0875900
GA0881100
GA0881200
GA0881300
GA0881500
GA0881600

品名

TISANA YOUNG SKIN
TISANA FLEBODERM
TISANA COLALGEN DERMA
TISANA TRICO BEAUTY
TISANA MONTHLY HARMONY
TISANA SWEET LOVE
TISANA DETOX BEAUTY
TISANA WELLNESS MUM

 

ネット
ウエイト

40 g
40 g
40 g
40 g
40 g
40 g
40 g
40 g

EAN
コード

8017331035733
8017331035757
8017331035771
8017331035795
8017331035818
8017331035832
8017331035856
8017331035870

寸法
縦ｘ横ｘ高

130x65x80
130x65x80
130x65x80
130x65x80
130x65x80
130x65x80
130x65x80
130x65x80

入数

20 �ltri
20 �ltri
20 �ltri
20 �ltri
20 �ltri
20 �ltri
20 �ltri
20 �ltri

貯蔵
期限

24 m
24 m
24 m
24 m
24 m
24 m
24 m
24 m

EAN
コード

8017331035740
8017331035764
8017331035788
8017331035801
8017331035825
8017331035849
8017331035863
8017331035887

PC x Out

6
6
6
6
6
6
6
6

梱包製品

コード

GA0881700
GA0881800
GA0881900
GA0882000
GA0882100
GA0882200
GA0882300

品名

INTEGRATORE SLIM SILHOUETTE
INTEGRATORE SCULPT FORCE
INTEGRATORE HYDRA SKIN
INTEGRATORE EYE-PERFECT
INTEGRATORE TRICO-ACTION
INTEGRATORE LIFT CONTROL
INTEGRATORE INTENSIVE SUN

 

ネット
ウエイト

127,5 g
120 g
22,2 g
22,2 g
22,2 g
20,2 g
21 g

EAN
コード

8017331035894
8017331035917
8017331035931
8017331035955
8017331035979
8017331035993
8017331036013

寸法
縦ｘ横ｘ高

133x61x91
133x61x91
133x23x78
133x23x78
133x23x78
133x23x78
133x23x78

入数

30 bustine
30 bustine
40 capsule
40 capsule
40 capsule
40 capsule
40 capsule

貯蔵
期限

18 m
18 m
24 m
24 m
24 m
24 m
24 m

EAN
コード

8017331035900
8017331035924
8017331035948
8017331035962
8017331035986
8017331036006
8017331036020

PC x Out

4
4 
4
4
4
4
4

梱包製品

コスメスーティカル・ハーブティー

共力ダイエットサプリ



ケトル

ハーブティー用カップ パンフレット

ビデオ付きディスプレースタンド
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