あなたが持つ美しさを引き出し、

cadeau は、あなたが笑顔になれる化粧品です。

一日一日を満点の「笑顔」で過ごして頂くための化粧品。

カドゥ

私たちは誰かを笑顔にできた時、自分の存在に意味を見いだせるもので
す。そして生かされていることへの感謝、周囲の人からの愛情に気付かさ
れます。そんな思いを込め、太陽と大地からの贈り物を化粧品という形に
変えて皆様にお届けしたいと思います。そしてその贈り物が皆様に笑顔を
運んでくれることを信じています。

皆様に笑顔で過ごして頂くためにを基本理念とし、私たちが化粧品をご
提供するにあたっての３つのキーワード、それは、
1,

安全
万が一口に入れても安心な物だけを素材として使用しています。

( 安全ですが、食べ物ではありませんので、故意にお口には入れないで下さい。)

日ごとにふんわり柔らかくなってくるお肌に触れれば、女性なら誰もが
幸せな気持ちになるはずです。あなたが持つ美しさを引き出し、一日一日
を満点の笑顔で過ごして頂くための化粧品。

2,

Natural( 自然からの贈り物 )
私たちの化粧品は、太陽溢れるタイランドの自然の中で栽培された素材

をふんだんに使用しております。

cadeau( カドゥ )

3,

贈り物

タイハーブ (Thai Harb)
自然からの贈り物の中でも重要な物が、タイハーブです。タイでは、こ

のハーブを料理に、美容に、医療にと活用してきた歴史があります。そん

どうぞたくさんほほ笑んで下さい。
あなたが幸せなら、あなたのそばにいる人たちもきっと幸せになるはず。

なタイハーブを利用して化粧品を製造しています。
タイにある提携工場で製品を１つずつ丁寧に手作りで製造しています。

代表取締役 小野 めぐみ
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タイ工場での ” こだわり "

太陽と大地からの３つの恵
洗った後もさらっともちもちお肌

Thai Herbal Black Soap
パートナーとして化粧品の製造をお願いしているタイランドの会社は

( タイ・ハーブ 黒石けん ) 無香料
内容量 100g
価格 1,648 円 (+ 消費税 )

・タイハーブは、オーガニックであること。
・タイハーブを守る活動を行うこと。
・製品は自然に分解され、環境に優しいこと。

しわや乾燥が気になるところへ集中補修

・動物実験を行なわないこと。

Treatment Serum

・染料、香料は天然の物を使うこと。

( トリートメント化粧液 ) 無香料
内容量 20ml
価格 4,407 円 (+ 消費税 )

・社会福祉、子供達を助ける活動を行うこと。
・植物学の研究を促進し、環境保護に努めること。
に、" こだわり " を持って生産を行っています。
” 品質は素材から " をモットーに最良の自然素材を使用しています。
また、得られた利益は現地の人々や大地に還元できるように活動をして
います。

ふんわり潤ったお肌になるためのクリーム

Essential Bright Face Cream

( エッセンシャル ブライト フェイス クリーム )
内容量 50g
価格 6,204 円 (+ 消費税 )

美しく洗い上げ、たっぷりと潤いを与え、幸せいっぱいの笑顔に導きます。
※お肌に合わない場合や、使用中に、赤み・腫れ・痒み・刺激等の異常が現れた場合は、すぐに使
用を中止して下さい。そのまま使用をつづけますと、症状を悪化させるとこがあります。
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Thai Herbal Black Soap
( タイ・ハーブ 黒石けん )

洗った後もさらっともちもちお肌
【お客様からの声】
本当にステキな商品でした。毛穴の奥まですっきり汚れが落ちて、化粧水がぐんぐん浸
透するので悩みだった乾燥もなくなり、いつの間にかニキビも消えて今ではきれいで
真っ白な滑らか透き通るような肌です！ (20 代：女性 )
ハーブのエキスを凝縮しまいた !! という本気が見えます。泡立ちがモッチモチでキメ
細やかで重たい !! 肌が水をグイグイ飲み込みます。(30 代：女性 )
使用後に変化有り！汚れがしっかり落ちているのに潤いが残っていて、洗い上がりも
突っ張らない！ 使い続けるうちに透明感が出てきました。また、夫にシャンプーとし
て使ってみてもらったところ、ハリが出てきたと喜んでいました！ (40 代：女性 )

【使用タイハーブ】

内容量 100g
1,648 円 (+ 消費税 )
無香料

タイのハーブをたっぷり詰め込んだ顔用の黒石けんです。ハーブの力で毛穴

まできれいに洗い上げます。お肌の油分をコントロールするので、洗顔後はさ

らさらしながらも潤った肌を実感していただけるでしょう。また、 ニキビやか
ゆみ等のトラブル肌にも働きかけます。

【ご使用方法】
手のひらでたっぷりの水と一緒に転がし、よく泡を立ててから洗顔して下さい。
※ウコンからの色素がタオルに付着することがありますので、直接手、又はお顔専用の泡立てネッ
トでお使い下さい。
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成分：グリセリン、ウコン、タナカ、ジンギベルカスムナル根、ハチミツ、ホホバ油、PG、ナイ
アシンアミド、酢酸トコフェロール

ジンギベルカスムナル根
保湿・保潤効果
ホホバ油
肌を健やかに保ちます。肌によく浸透し、持続的に潤いを与えます。
ウコン
抗炎症作用、抗菌作用、抗酸化作用、保湿効果。
タナカ
特にミャンマーの人たちに何世紀もの間親しまれてきた伝統的な美肌ハーブ。
タナカという木材のかけらから作ります。肌を健やかに保つ天然保湿剤。
ハチミツ
抗酸化剤。うるおいを与え、肌を健やかに保つ。
※香りは、使用しているハーブによるものです。
※泡立てのイメージ写真は、本製品をネットを使用して泡立
てたものです。※お客様からの声は、実際に本商品を使用された方個人の感想です。
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Treatment Serum
( トリートメント 美容液 )

しわや乾燥が気になるところへ集中補修
【お客様からの声】
とにかくすっと吸収される感覚がとても気持ちいい、浸透力抜群の商品でした。
(30 代：女性 )
滑らかで柔らかいとろみのある美容液で、とてもみずみずしく肌の潤いが一瞬で増しま
す。(40 代：女性 )
朝晩のケアで、吸い付くような肌モチ感と柔らかいお餅のようなふんわりお肌が続いて
います。(40 代：女性 )
ジワジワ効いていたらしく、夕方のファンでの割れ目が浅くなっていることに気づきま
した。(50 代：女性 )
【主な成分】
フランスカイガン松樹皮エキス

抗酸化剤。

ユビキノン２Na( コエンザイム Q １０)

価格

内容量 20g
5,407 円 (+ 消費税 )
無香料

とくに乾燥やしわの気になる部分に集中して働きかけるための美容液。肌の

酸化を防ぐ成分をふんだんに取り入れました。１日１日積み重なる時間とダ
メージから肌を守り、潤いとハリのある肌を目指します。

成分：水、ユビキノン 2Na、シア脂、カルボマー、コラーゲン、ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、
ブドウ種子油グリセレス－８エステルズ、ジメチコン、BG、ウコン根油、ＰＥＧ - ４０、
水添レシチン、フランス海岸松樹皮エキス、カンゾウエキス、シリカ、アスコルビルエチル、
メチルパラベン、プロピルパラベン
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コラーゲン

うるおいを補い、保つ。

ナイアシンアミド
ウコン根油
シリカ

抗酸化剤、補酵素 。

皮膚を保護する

抗炎症作用、抗菌作用、抗酸化作用、保湿効果。

肌に必要なミネラル。

カンゾウエキス

コラーゲンの育成を助ける。

肌荒れを防ぐ。

アスコルビルエチル

ビタミン C 誘導体。

【ご使用方法】
洗顔後、化粧水でお肌を湿らせた後、ワンプッシュをお顔の気になる部分にの
ばして下さい。
※香りは、使用しているハーブによるものです。※お客様からの声は、実際に本商品を使用された方個人の
感想です。

9

Essential Bright Face Cream

( エッセンシャル ブライト フェイス クリーム )

ふんわり潤ったお肌になるためのクリーム
【お客様からの声】
とにかく、肌の触り心地が良い。ピンとハリのある肌も好きだけど、+ ふわふわ感。一
度手にしたらもうやみつきです。(30 代：女性 )
久々やば〜いきた！って感じのクリーム。べとつきぎとぎと感が全くない、
お肌へピタッ
と密着してフィット。(40 代：女性 )
【幹細胞エキスとは】
普段スキンケアとは減少してしまった成分を補う目的で行われます。対して幹細胞エキ
スを使用すると細胞が活性化され、本来の再生能力を助けます。つまりターンオーバー
が即され、新しい細胞が育つことで肌触りがグンとアップ。顔色を明るくし、シミが出
来るのをふせいでくれます。肌自身が、元気を取り戻すことで、日ごとに生き生きとし
たあなた本来の美しさがよみがえります。

価格

内容量 50g
6,204 円 (+ 消費税 )

さらっとした使用感でべたつかないのに、翌朝のお肌はしっとり柔らかく

整っています。オーガニック植物エッセンスから最新の技術で得られるリンゴ

培養細胞エキスまで、肌に多様な栄養をたっぷりあたえ、輝く美肌に導きます。
【ご使用方法】
お手入れの最後にパール１粒大を手にとり、お顔全体に馴染ませて下さい。気
になるところには重ね塗りが効果的です。カドゥ・トリートメント美容液と合
わせてご使用になると、一層の潤いを感じられます。
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成分：水、カルボマー、シア脂、コラーゲン、ヒアルロン酸、BG、ヒアルロン酸 Na、DPG、ア
ラントイン、アスコルビルエチル、月見草油、リンゴ果実培養細胞エキス、アボカド油、
ヤシ油、ブドウ種子油グリセレス -8 エステルズ、マカダミアナッツ油、グリチルリチン
酸２K、ステアリン酸 PEG-100、メチルパラベン、プロピルパラベン、ローズウォーター

【主な成分】
リンゴ果実培養細胞エキス
希少品種として保護認定されているリンゴ種 “ ウトビラー・スパトラウバー（Uttwiler
Spätlauber）“ は果実が４ヶ月腐らないことで知られています。この果実から得られる
植物幹細胞を人工培養にて増やし、得られた細胞から抽出したエキスを使用しています。
これは人の表皮に存在する幹細胞に栄養を与え、肌本来の再生能力を助け、肌に潤いを
与えるよう働きかけます。
コラーゲン
月見草油 (Evening Primrose Oil)
水分を補い保つ。
肌を保護し、潤いを与える
アスコルビルエチル
ビタミン C 誘導体。そのままのビタミン C は不安定で分解しやすく、肌に吸収されに
くいのですが、アスコルビルエチルは肌に塗った直後にビタミン C が現れます。即効
性と持続性を兼ね備えた理想のカタチ。
ヒアルロン酸
アボガド油
水分を補い保つ
皮膚へのなじみが早いオイル。潤いを与える。
マカダミアナッツ油
人の皮膚に含まれるバルミトレイン酸を多く含む。潤いを与える。
※お客様からの声は、実際に本商品を使用された方個人の感想です。
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あなたに笑顔をお届けする

販売元：株式会社クリート & クリップ
〒 819-0054 福岡市西区上山門 1-10-8 102
free dial 0120-789893
e-mail info@cadeau-cosmetic.com
www.cadeau-cosmetic.com
製造元：Kung Nueng's Garden International Co.Ltd.
原産国：タイランド

当社は、タイの提携工場を通じて、恵まれない子供たちへの支援や、タイハーブを守る活動を行っています。

