
秋の果物「ざくろ」は食べるだけではもったいない！
ペルシャの大地から、女性にやさしいスキンケア登場

ざくろ、ダマスクローズ、天然ハーブを贅沢に配合

NaturanaNaturana （ナチュラナ）（ナチュラナ）

ざくろざくろハーブシリーズハーブシリーズ

好評発売中

報道関係者各位 2010年7月1日

株式会社M.R.Bトレーディング（所在地：東京都品川区西五反田、代表取締役社長：ラナイメアー ジャムシード）は、ペ
ルシャ発ナチュラルスキンケアブランド「Naturana （ナチュラナ）」の日本での販売を、2008年6月より開始しました。
「Naturana （ナチュラナ）」の大きな特徴は、他国産とは異なり、皮が薄く実や種子が豊富なペルシャ（イラン）産ざくろを

余すところなく配合して作られた点にあります。

古代ペルシャ（現イラン）時代から【命の果実】と称され、美容や健康維持に珍重されてきたざくろには、ビタミンやミネラ
ルが豊富に含まれており、透明感のあるお肌へと導き、みずみずしさと若々しさを保つ効果があるとされています。近
年、ざくろに含まれる高い抗酸化力も注目を集めており、ヘルシーな果物として医学的にも高い評価を得ています。
「 Naturana （ナチュラナ）」製品は、ざくろの有効成分をより多く含んだ部分も使われているため、よりお肌への効果を高

めることに成功いたしました。
若さを保つ天然の女性ホルモンを含む果実【ざくろ】を丸ごと使用した「ざくろハーブ」シリーズと、上質のダマスクローズ
のエッセンシャルオイルがたっぷり含まれた「ローズウォーター」を、好評発売中です。

ざくろハーブ石鹸 ：1,785円

◆商品のご購入について

全国の取り扱い店の他、インターネット上のオンラインショッピングや、店舗にてお求めいただけます。詳細は、ホーム
ページ（www.naturana.jp）にてご確認下さい。



明るくしっとりとした
若々しいお肌へ！

Natrona ブランドコンセプト

「ざくろハーブ石鹸」誕生秘話

Naturana （ナチュラナ）は、ペルシャ（イラン）産ざくろ（5種類）＋ダマスクローズ（1種類）＋ハーブ（11種

類）計17種類の天然成分を配合した贅沢な石鹸から、始まりました。イランで145年の歴史を持つ老舗
ハーブ石鹸メーカーとの共同開発で、約2年の歳月をかけて完成しました。素材と製造方法にこだわり
誕生した「ざくろハーブ石鹸」は、素肌へのやさしさと様々な肌トラブルへの効果を実感していただける
究極の石鹸です。
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◆イラン産ざくろ（エキス・皮・種・花・樹皮の５種類）を贅沢に配合
ざくろには、ビタミンやミネラ ルが豊富に含まれており、透明感のあるお肌へと

導き、みずみずしさや若さを保つ効果があるとされています。

「ざくろハーブ石鹸」は、イランの専門家により、ざくろのエキス・皮・種・花・樹皮
の5種類が絶妙な割合で配合され、ざくろの効果効能が、よりお肌へ効果的に

発揮されるように研究されてきました。

イラン北部の都市、タブリーズのナジアン社は、イランでは有名な石鹸の老舗ブランドです。１４６年前、
創業者ナジアン氏は、もともとハーブの配合をする専門職「アッターリー」として、化学的な原料を使わ
ず、自然素材のハーブを用いて治療をしていました。その中でも、皮膚の悩みを解決するためにと、当
時はじめて数種類のハーブを配合させた石鹸を開発し、その技術は代々受け継がれてきました。現在
４代目となったナジアン氏は何種類ものハーブを配合させることに成功し、イランの人々に愛され続け
ています。
「ざくろハーブ石鹸」は、「ナジアン社」と「Naturana 」とが共同開発しました。当時、 「Naturana 」ラナイ社

長は、独自のハーブ石鹸を製造・販売していたアッターリーの元を訪ね、イラン産のざくろを配合して
作って欲しいと提案し、興味を示したアッターリーが配合の割合を研究・開発に至りました。何度も試作
を重ねて、２年後にようやく誕生しました。

「ざくろハーブ石鹸」製造工程
釜焚き 型取り 梱包

◆高品質ダマスクローズのエッセンシャルオイルを配合
「ざくろハーブ石鹸」には、イランの高品質ローズ「ダマスクローズ」20kg分もの

エッセンシャルオイ ルを配合しています。ローズには、スキンケア効果のある不

飽和脂肪酸を含み、乾燥するお肌もビロードのようにしっとりと保ちます。紫外線
で荒れてしまったお肌やたるみが気になるお肌にはおすすめです。優雅な香り

が心を落ち着かせてくれます。

◆自然豊かな恵み、11種類のハーブを絶妙な割合でブレンド
「ざくろハーブ石鹸」には、イランの豊かな大地で育った11種類ものハーブを

イランのハーブ配合の専門職「アッターリー」が絶妙な割合でブレンド。厳選さ
れた素材と専門家によるタッグは、安心してご使用いただける、お肌にやさしい

自然派石鹸です。

天然油脂と水酸化ナトリウムを用
いて、3日間じっくりと炊き上げま

す。昔からの製造方法にこだわり、
釜炊き後に、ざくろやハーブ、そし

て最後に香り高いローズオットー

を加えます。

型取りをして形成し、2日間じっくり

と自然乾燥させます。

香りを逃さないよう1つずつ丁寧に

梱包し、日本へ輸出されます。日

本では割れなどを検品後、個包装
してようやく出荷となります。



なぜ「ざくろ」？

◆ざくろの歴史って？◆ ざくろは中近東地方、ペルシャ（現在のイラン）を原産国とする落葉樹の果実
です。ざくろは、原産地のイランはもとより古代国家では高貴な果樹として珍
重され、さらには生薬として大いに愛用されていました。中東の国々では「天
国の果実」と言われ、イスラム教の聖典コーランにも記載されている歴史あ
る果物です。その果実すべてに有効成分が含まれ、捨てるところはないと言
われ、古くからスキンケアにも使われてきました。

◆ざくろパワー！◆

◆他国産とは違うイラン産ざくろ◆

◆Naturana のこだわり◆

現在は世界中で広く栽培されており、イラン産、カルフォルニア産が有名で
す。日本でも栽培されていますが、イラン産はその中でも最高級品とされて
います。
薬用として長い間珍重されてきたざくろは、イランの一地方でしか育たない
「黒ザクロ」のことです。熟すと表皮が真っ黒になり、小ぶりで果実のひとつ
ひとつが大きく濃厚で緻密です。種皮が薄く、種子が豊富な点が、他のザク
ロと全く違う点です。果実の取扱いはせず、イランでは伝統医学医師、民間
薬博士により扱われています。

ざくろには、ビタミンやミネラルなどの有効成分が豊富に含まれています。
（※左下図参照）

そして、女性ホルモンのエストロゲンに似た成分（植物エストロゲン）の宝庫
であることは昔から知られています。
特にざくろは果実よりも種子が重要で、エストロゲン一種である「エストロン」
が多く含まれています。
エストロゲンは女性ホルモンのひとつで、40代半ばから分泌が減少し、イラ
イラや不眠、倦怠感など、更年期症状の原因となります。また、エストロゲ
ンが低下すると皮膚のコラーゲンやエラスチンも減少しますので、しわやた
るみといったお肌の老化の原因にもなります。ざくろには、崩れがちなホル
モンのバランスを助ける効果がありますので、女性らしさや若さを保つこと
が期待できます。

また、ざくろ種子油に約60％以上含まれている共役リノール酸の一種「プニ
カ酸」は、細胞を作る重要な要素です。主に、細胞膜を作る材料となり、正
常な肌の再生や血管の弾性を助けることで、しわ、しみ、たるみ、乾燥など
の様々なトラブルの予防につながります。

そして、「エラグ酸」と呼ばれる天然型ポリフェノールの一種は、お茶の6倍
の含有率ともいわれています。
ポリフェノールの抗酸化作用は、肌の新陳代謝を高め、肌色を明るくします。
また、角化細胞を抑制し、抗菌及び保湿効果、収斂作用もあるため、毛穴
を引き締めなめらかなお肌へと導いてくれます。

一般に流通しているざくろ関連商品には、ざくろエキスや果汁しか含まれて
いないことが多いのですが、Naturana （ナチュラナ）製品には、貴重なざくろ

種子・種子油が含まれています。種子を含むざくろを丸ごと配合しているた
め、お肌への効果をより高めることに成功しました。

（100g当り）

カルシウム 8mg
リン 15mg
鉄 0.1mg
ナトリウム 1mg
カリウム 250mg
ビタミンＢ１ 0.03mg
ビタミンＢ２ 0.03mg
ナイアシン 0.3mg
ビタミンＣ 10mg

【ざくろ果実の有効成分】

エストロン プニカ酸 エラグ酸

更に、パワフル成分がこんなに！

＋＋

一般 イラン産
皮 56% 23%
実 44% 77%

果汁 25% 63%
種子 19% 14%

廃棄率 80% 40%
直径 7～10cm 15～20cm

重さ 100～150g
500～
2000g



「ざくろ石鹸」に含まれる成分とその効果

カ モミール

（乾燥花）

ウスベニタチアオイ

（乾燥花）

ヘナ

（葉エキス）

きゅうり

（エキス）

マリーゴールド

（乾燥花）

ウイ キョ ウ（フェンネル）

（乾燥種子）

アーモンド

（オイ ル）

小麦

（乾燥新芽）

大豆

（オイ ル）

なつめ

（乾燥葉）

ココナツ

（オイ ル）

お肌をやわらかくす
る・かゆみをとる

お肌をやわらかくす
る・活性化する

抗菌作用

発汗作用・鎮痛作用 しみを目立たなくする・
お肌を活性化する

にきび予防・しみを目立
たなくする・抗炎症作用

しわを目立たなくする・にきび
予防・お肌をやわらかくする

血行促進 お肌を活性化する・お肌を
やわらかくする・角質除去

お肌をやわらかくする お肌をやわらかくする

１１種類のハーブから生まれる１１種類のハーブから生まれる

『『 植物の持つチカラ植物の持つチカラ 』』



商品概要

ざくろハーブシリーズ紹介

ざくろハーブシリーズは、シンプルで続けやすいステップとなっています。 Naturana （ナチュラナ） ブラン

ド誕生のきっかけとなった天然石鹸「ざくろハーブ石鹸」から始まる3STEPで、洗顔からクリームまで、ペ
ルシャ（イラン）産ざくろ成分を惜しみなく配合しています。

ナチュラナ ざくろハーブ石鹸

◆洗顔料 ◆容量：50g ◆価格：￥1,785円（税込）

【商品特徴】
イラン産ざくろの実、皮、種、花、樹皮など有用成分をふんだんに含んだエキスを配合。高品質

ローズオイ ル、11種類の天然ハーブが贅沢に配合された、豊かな香りとクリーミーな泡立ちが
特徴の自然派石鹸です。お顔やボディを洗ったあと、ざくろの潤い成分とローズをはじめハーブ

の有用成分がお肌に浸透し、しっとりツヤツヤのお肌へと導いてくれます。さらに、毛穴を引き

締め、肌のくすみにも効果的です。洗浄という役割にとどまらず、洗うことで有効成分お肌への
効果が期待できる「化粧石鹸」です。

【全成分】
ヤシ油、ダイ ズ油、アーモンド油、羊脂脂肪酸、ザクロエキス（種・花・茎・皮・樹皮）、水、

カ ミツレ花エキス、ナツメ果実エキス、アルテアエキス（ウスベニタチアオイ ）、ヘンナ、
ウイ キョ ウ種子エキス、マンジュギク花エキス（マリーゴールド）、キュウリ果実エキス、コムギ

胚芽、ローズ油、水酸化Na、塩化Na

ナチュラナ ざくろハーブローション

◆化粧水 ◆容量：120ｍＬ ◆価格：￥3,360円（税込）

【商品特徴】
ダマスクローズの気品のある香りに包まれる、とろみのあるローショ ン。高品質なダマスク

ローズオイ ルとローズウォーター、ざくろ花エキスや甘草・カ モミールなど13種類の天然植物
成分とコラ ーゲンを配合。肌荒れやエイ ジングが気になるお肌をおだやかに整えて、ハリと透

明感のあるみずみずしいお肌に導きます。

【全成分】

水、ローズ水、BG、グリセリン、ザクロ花エキス、カ ミツレエキス、ローマカ ミツレ花エキス、

ナツメ果実エキス、アルテア根エキス、オトギリソウエキス、フユボダイ ジュ花エキス、トウキン
センカ 花エキス、ヤグルマギク花エキス、オウゴンエキス、カンゾウ根エキス、ボタンエキス、

アルニカ 花エキス、加水分解コラーゲン、ローズマリーエキス、ヒドロキシエチルセルロース、
キサンタンガム、1,2-ヘキサンジオール、フェノキシエタノール

ナチュラナ ざくろハーブクリーム

◆日中＆夜用クリーム ◆容量：30g ◆価格：￥4,100円（税込）

【商品特徴】
ざくろ花エキスやダマスクローズオイ ル・ローズウォーターなど、15種類の天然植物成分をたっ

ぷりと配合。コラ ーゲンも加えて、自然派ながら積極的なケアが狙えるリッチな感触のクリーム

です。少量でも薄くよく伸び、肌表面にハリとうるおいを与えます。優雅な香りでリラ ックス効果も
期待できます。

【全成分】
水、トリ（カブリル酸/カブリン酸）グリセリル、エチルヘキサン酸セチル、グリセリン、シメチコン、

ヘヘニルアルコール、セタノール、ポリセルベート60、ミツロウ、アーモンド油、ヤシ油、ローズ水、
ザクロ花エキス、オトギリソウエキス、カ ミツレエキス、フユボダイ ジュ花エキス、トウキンセンカ

花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカ ミツレ花エキス、オウゴンエキス、カンゾウ根エキス、

ナツメ果実エキス、ボタンエキス、アルテア根エキス、アルニカ 花エキス、加水分解コラ ーゲン、
トコフェロールダマスクバラ 花油、ステアリン酸グリセリル、カラ メル、ＢＧ、キサンタンガム、カ ル

ボマー、水酸化Ｋ、1,2-ヘキサンジオール、フェノキシエタノール、香料



姉妹商品概要

ペルシャ産ダマスクローズ紹介

イラン（旧ペルシャ）はバラ の原産国です。更に世界で最初に蒸留技術を開発し、ローズオイ ルとローズウォ ーターを製造しました。

一般に年間のバラ の開花時期は短く、通常5月と6月です。しかし、広大なイランには5つの異なった気候地帯があるために、開花

時期は5回あります。植物の成長には、太陽光、肥沃な土壌、適切な温度が必要です。イランは、その条件が十分に備わっていま
す。特に中部に位置するカーシャー地方は、海抜が高いため昼夜の温度差が激しく、また冬季が長いことからバラ の栽培に適し

た地域となっています。

イランには多くの種類のバラ がありますが、中でも最も良い香りを持つのがダマスクローズです。イランのダマスクローズは、バイ
オ技術を用いていない自生の最高級の品種で、美容効果が高いのが特徴です。ローズオイ ルは、手摘みで丁寧に選別されたつ

ぼみからごく少量しか採取できない貴重な精油です。

ナチュラナ ローズウォーター

◆清涼飲料水 ◆容量：50ml ◆価格：￥1,890円（税込）

【商品特徴】

ざくろハーブシリーズにも含まれているローズウォーターは、ローズエッセンシャル
オイ ルを抽出する際に得られる蒸留水です。ローズオイ ルの成分が溶け込んでい

るため、香り豊かです。上質のイラン産ダマスクローズウォーター100％で、アル

コールなどの添加物は一切加えていませんので、安心してお飲みいただけます。
水、炭酸水、紅茶などお好きな飲み物に5～10滴たらしたり、ドレッシングとして風味

付けにご使用いただいたり、いろいろお楽しみいただけます。

【原材料名】

ローズ水

※妊娠初期の方はご使用をお控えください。

香りだけじゃない、様々なローズの効果

「ナチュラナ・ペルシャ産ダマスクローズウォーター」には、40ppm（※）という高濃度のローズエッセンシャルオイ ルが含まれていま

す。ローズオイ ルは、伝統的に医療用として、軽い慢性疾患の症状を軽減するものとして治療に使われてきました。
副作用なしに効果をもたらすものとして、医学界でも認知されています。

女性特有のつらさやトラブル（生理痛、冷え、血行不良、ホルモンバランスの崩れからくる悩み、自律神経失調からくる更年期障

害、また月経困難症、生理不順など）の改善にも有効です。 ホルモンバランスが整うとお肌もみずみずしく、なめらかになります
ので、女性に最適なエイ ジングケアとして注目されています。

ざくろハーブシリーズの姉妹品としても人気の高い「ローズウォーター」。オイルなどの添加物を一切使わ
ずに、バラの花びらからエッセンシャルオイルを抽出する際に出る蒸留水（ローズウォーター）のみで作ら
れました。イランでは古くから、食用として親しまれてきました。
この「飲むローズ」は、他国産とは大きく異なり、アルコールが入っていないので特有のきつさがなく、全く
抵抗がなくお飲みいただけます。やさしく豊かに広がるローズの香りで、身も心も美しく贅沢な気持ちにさ
せてくれる、人気商品です。

≪ 商品貸出・プレスの方のお問合せ先 ≫
WGPR（ダブリュー・エンド・ジー・パブリックリレーションズ株式会社） 担当：深栖（フカス）、中川原（ナカガワラ）

〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前4-18-6 イスルギビル3F 
TEL：03-5775-9681 FAX：03-5775-9682 E-mail：wgstaff@wgpr.co.jp

≪ 一般のお客様からの商品に関するお問合せ先 ≫
株式会社M．R．B（エム・アール・ビートレーディング） 担当：ラナイ 史（フミ）

〒143‐0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル7F-50号
TEL：0120-349-377 【受付時間：土・日・祝祭日を除く10：00～17：00】

www.naturana.jp


