
ご案内

香りひろがる。記憶よみがえる。

MADE IN JAPAN



Concept -概念。-

島の“宝物”で創る
“思い出”と“笑顔”

５



FirstGoal -最初の目標-

沖縄を代表する
スキンケアブランドに
なる。
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A Wish -願い。-

20年後も愛される
ブランドでありたい。
と願う。
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私たちが住んでいる沖縄には、最高の環境・資源が溢れています。
青い空、エメラルドグリーンの海、豊かな緑、温かい人達や文化。

島の『宝物、資源』を使って沖縄を代表するスキンケア商品を創る。
それを、沖縄に訪れる日本・世界中の人達に伝えていく。

20年後も、この香りを感じたときに、『楽しかった』、『嬉しかった』
そんな大切な記憶を思い出せるような存在。

それが『SuiSavon-首里石鹸-』 です。

Concept

２

Concept 島の“宝物”で創る“思い出”と“笑顔”。



はじめに

※沖縄窯で製造した8種の石鹸サンプル。

沖縄の素材、香り、そして記憶を贅沢に詰め込みました。

沖縄の青い海や空、太陽の光や植物たちを香りとしてご自宅でも感じてもらいたい。
そう願い原料にはとことん沖縄らしさを追求して贅沢成分を詰め込んだSuiSavon-首里石鹸-の

商品たち。香りが広がる瞬間、沖縄での思い出たちがよみがえってくるように。と、願いを込めました。
３



女性・男性がキラキラ働ける場所を！

同時に願うこと。



Product
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拘ったのは“香り”と“保湿”

沖縄の思い出として、記憶と共に香りも持ち帰っていただきたい。そう願い、
とにかく香りにこだわりました。アロマ精油の自然な香り。ブレンド香料は肌に負担の無い香り。

また、使い心地で最も神経を使ったのは保湿性。
あなたの「香りを纏う生活」を彩る。そんな存在でありたいと願っています。



Product

① 沖縄の恵みを女性の笑顔の為に。
∟美容効果の高い沖縄12種の植物や果実（アセロラ、アロエ、パッションフルーツ、月桃、シークワサー、
パイナップル、ハイビスカス、パパイヤ、ヘチマ、もずく、島マース（塩）、ハチミツ）を特殊製法で
抽出し、主原料にしました。女性が美容に満足いく生活をおくり、いつまでもイキイキとした
人生を送って欲しいという願いを込めました。

SuiSavonの石鹸の特徴

④ 香りのまとう生活を。（日常の瞬間に豊かな時間を創造する）
∟香りを纏う日常の中で瞬間、瞬間に生まれる顔や癒やしを世の中にたくさん生み出したい！
という願いを込めました。合成香料を一切使わず、植物の天然精油のみで調香しました。
通常の３倍の精油を使っている石鹸もあります。合成香料では体感できない自然の香りを楽しむ
事ができます。

② 沖縄の風景を形にしました。
∟合成着色料を一切使用せず、植物や果実、オイルの自然から得た色で沖縄を再現。
微細な文様やマーブル柄を実現するためには手作業しか作れませんでした。豊かな見た目に拘った
のは、沖縄で見た海や夜、感じた風や熱気、情景、心象に至まで石鹸を通じて表現した かったから。
その形から沖縄を思い出して欲しい。そして、また沖縄を訪れて欲しい。という願いを込めました。

③ 家族で使える安全性
∟南阿蘇の天然の湧き水を使った精製水、その湧き水で育ったオーガニックハーブ、沖縄の植物など
とにかく素材にこだわり作られた石鹸たち。石鹸の素地に関してもオリーブ油やパーム油など、自然の
油を使い、９０日間じっくり熟成させたております。２０年後のお肌の状態も考えてつくられた、肌に
優しい石鹸は化粧品登録しており、お子様でも利用できるほど、安心・安全性の高いものになって
おります。
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ボタニカルハンドメイド沖縄成分

沖縄窯と南阿蘇窯、それぞれの手法でつくられた
計18種類のハンドメイド石鹸。

Product

価格：2,000円
計：10種類

価格：2,600円
計6種

オーガニックハンドメイド沖縄成分

※ハンドメイドと自然植物を使っている為、
時期によって販売できない商品もあります。 8

シークワサー

パイナップル

パパイヤパッションフルーツ

もずく

アセロラ

ハイビスカス

月桃

ハチミツ

へちま

アロエ

シークワサー

パパイヤ

パッションフルーツ

もずく

ハイビスカス

パイナップル

島マース月桃
アセロラ



オーガニックハーブハンドメイド石鹸
（計6種） 2,600円（税抜）

Product

南阿蘇オーガニックハンドメイド
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追憶の夕陽
（ローズマリー×ティーツリー×ゼラニウムの香り）

慈しみの愛
（レモングラス×オレンジ×レモンの香り）

紺碧の波
（ユーカリレモン×ハッカ×ゼラニウムの香り）

愛さの音色
（ラベンダー×ベンゾイン×ローズゼラニウムの香り）

愛される魔法
（ローズゼラニウム×ラベンダー×イランイランの香り）

楽園の南風
（レモン×ゼラニウム×オレンジの香り）

オーガニックハーブハンドメイド専用箱



Product

南阿蘇オーガニックハンドメイド

森ーMORIー
（月桃×ユーカリ×ティーツリーの香り）

夜ーYORUー
（カモミール×ラベンダーの香り）

海ーUMIー
（ユーカリ×スペアミントの香り）

太陽ーTi-DAー
（ラベンダー×ベルガモットの香り）

花ーHANAー
（ローズゼラニウム×パルマローザの香り）

妃ーKISAKIIー
（ローズマリー×イランイラン×パチュリーの香り）

ボタニカルハンドメイド石鹸 （計10種） 2,000円（税抜）
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Product

祭ーMATSURIー
（オレンジ×イランイラン×ラベンダー

×ローズゼラニウムの香り）

果実ーKAJITSUー
（レモングラス×シークワサーの香り）

ボタニカルハンドメイド石鹸 （計10種） 2,000円（税抜）※花火のみ3,000円（税抜）

ボタニカルハンドメイド専用箱
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花火ー HANABIー
（ローズ×ゼラニウムの香り）

朝ーASAー
（グレープフルーツ×ライム×ジャスミンの香り）



Product

南阿蘇オーガニックハンドメイド

ボタニカルハンドメイド石鹸(CUBE) アソートギフトBOX

１2

CUBEタイプになったボタニカルハンドメイド石鹸8種でお好きな石鹸を
アソートできるギフトBOX。2、3、5、8、9個入りからいろんな香りを楽しみたい方、
大切な人への贈り物をお考えの方に大変おすすめの商品になっております。

8個入り：4,000円 9個入り：4500円 （税抜き）

2個入り：1,000円（税抜き） 3個入り：1,500円（税抜き） 5個入り：2,500円（税抜き）



Product

南阿蘇オーガニックハンドメイド

美白モチ肌マリンクレイ洗顔石鹸 2,350円（税抜）

１3



Product

南阿蘇オーガニックハンドメイド

90日工房熟成 顔専用 馬油ハンドメイド石鹸 2,000円（税抜）

１4

SuiSavon-首里石鹸-の第3の石鹸が馬油石鹸。
人肌に近い馬油の浸透力で肌補修！高品質コラーゲン、ヒアルロン酸配合で

柔らかモチモチ弾力肌に導きます。特殊な加工のため工房にて90日の熟成期間を
要する顔用の化粧石鹸です。天然アロマ香料、植物由来成分で作りました。

肌に負担の掛かる夏のケアにご活用ください



香りを纏う生活を提案するSuiRichAromaの Lineup。

あなたの生活を少しでも彩る事のできる存在になりたい。様々なあなたに「香りを纏う生活」提案
できる存在になりたい。日常生活の中で、香りがひろがった瞬間、纏った瞬間、あの記憶がよみがえり

幸せな気分であふれる。そんなひと時を演出できるように。と考え作られました。
どの商品にも美容成分として、沖縄のシークワサー、月桃、アロエベラ、オクラ、苦瓜を配合

あなたの生活の側で首里の香りを咲かせて欲しい。

15

Product



エッセンス ハンドクリーム ４５g （ラベンダー/ヒラミレモン/ローズの香り）

Product

●容量45g(チューブ16cm)
●使用目安未開封3年、開封後3ヶ月 ●価格：1,980円（税抜）

年齢は手に出る。美容液と保湿クリームが1本に!!美容液がジュワーっと溢れ出すアロマハンドクリームです。
美容成分として沖縄のシークワサー、月桃、アロエベラ、オクラ、苦瓜を配合。

適量をとり、手に塗り込んでいくとみるみる美容液が溢れ出てきます。液体を包み込むように手全体に馴染ませてください。美容液を包
み込んだ保湿性高いハンドクリームとしてご利用頂けます。また、馴染んだ後のサッパリした使用感にも
自信があります。一日頑張った夜、自分への贅沢なご褒美として良質なの香りに包まれる生活を。

16

塗り込むほどに「ジュワッ」と
美容液が溢れ出します



エッセンス ハンドクリーム 25g （ラベンダー/ヒラミレモン/ローズの香り）

Product

●容量25g●使用目安未開封3年、開封後3ヶ月
●価格：1,500円（税抜） 3本セット：4,167円（税抜）※１本あたり1,389円

17

３本セット用専用BOX



ラベンダーエッセンスハンドフォームソープ（ラベンダーの香り）

Product

●香り：ラベンダーの香り ●容量/300ml（パウチ/ボトル）
●使用目安：未開封3年、開封後3ヶ月 ●価格：2,150円（税抜）

微細な泡が手を優しく洗い上げてくれます。SuiSavon-首里石鹸-オリジナルの香料を配合したラベンダーの優しく良質な
香りが洗面所やトイレといった女性にとって大事なパーソナルスペースを優雅でリラックスした空間に演出します。

鳳凰のブランドロゴを配したオリジナルハンドフォーム専用ボトルは洗面所やトイレなど置き場所に配慮した倒れにくい
設計にしました。香りを纏う生活をぜひお楽しみ下さい。

18



アロマボディガードミスト （レモングラスの香り）

Product

●香り：レモングラスハーブ
●使用目安：未開封3年、開封後3ヶ月 ●価格：1,980円（税抜）

子供に殺虫剤入り虫除けスプレーは使いたくない。そんな女性スタッフの声から誕生しました。無農薬野菜の栽培の際、
虫よけのため野菜の傍に植えられるレモングラスをはじめとした天然ハーブをミストの中にたっぷり配合しました。

また乾燥しやすい肌を保湿する成分もたっぷり配合。お子様にも安心してご利用頂けます。
※お肌の弱い方や小さなお子様には、一度手の平に取って手で揉んでいただき、少量ずつ肌に塗布するか、服の上からご使用ください

※ハーブをふんだんに使用した製品です。事前に配合成分やお肌との相性をご確認の上、ご利用ください。

19

天然ハー
ブ使用



Product

●使用目安：未開封3年、開封後3ヶ月 ●価格：1,846円（税抜）

沖縄産の美容成分とブルガリアンローズハチミツを配合して生まれた保湿力抜群の首里石鹸
オリジナルリップクリーム。美容成分として沖縄のシークワサー、月桃、アロエベラ、オクラ、苦瓜を配合。

沖縄の強い日差しや、室内のエアコン等の乾燥から唇を守り、保湿力・
美容効果であなたの大切な唇をしっとり、美しく彩ります。１日中うるおいとツヤでうるるんリップを体感ください。

20

ボタニカル リップクリーム(ブルガリアンローズハニー配合)



Product

●使用目安：未開封3年、開封後3ヶ月 ●価格：3,700円（税抜）

美容効果の高い沖縄素材（月桃、シークワーサー、アロエベラ、オクラ、ゴーヤ）をベースに、
美容成分として注目されマスティハの樹脂油を配合した９９％天然オイル。マスティハの樹液は、エーゲ海で

「キリストの涙」と呼ばれる天然成分で貴重な天然美容成分として珍重されています。
髪、顔、身体、爪まで、身体全体に使え、しっとりと優しい潤いとﾋﾗﾐﾚﾓﾝの爽やかな香りで包み込みます。

21

ボタニカル エモリエントオイル（ﾋﾗﾐーﾚﾓﾝの香り)



香りで旅を優雅に！香りで旅にわくわくを！

沖縄の植物や果実をベースに肌に優しい素材、拘りの香りと製法で作られた
スキンケアであり、旅先にて使用することをコンセプトとして製作。香りに沖縄の思い出や

記憶が刻まれるようそう願いを込めて作られたシリーズです。

22

Product



Product

南阿蘇オーガニックハンドメイド

Bon voyage UVカットクリーム(ヒラミーレモンの香り) 2,500円（税抜）

23

市販の日焼け止めでは沖縄の強烈な紫外線対策は不十分というあなた。
国内最高基準のカット率に加え、鏡のように紫外線を跳ね返すリフレクトカット処方!!

加えて、ノンケミカル処方と贅沢な美容オイル成分が肌ストレスを軽減!!
『コク』があなたの白肌を守る！化粧下地にも使える今夏最強の

サンカットクリームです。この機会に是非お試し下さい。



Product

南阿蘇オーガニックハンドメイド

Bon voyage フローズンICEボディクレーム(ヒラミーレモンの香り) 3,700円（税抜）
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雪どけフローズンでお肌をキュッ！乾燥した肌に染み込む、沖縄ボタニカル
雪解けBodyクリーム出来ました！抗炎症・肌整(せいき)に優れたアロエベラなど

沖縄産植物をベースに、仏蘭西ブルターニュ地方の海藻由来成分
“アラリアエスクレンタエキス”配合。さらに爽快感を楽しめるシトラス＆ハーブの
美容成分を配合し、塗った瞬間に火照ったひんやり肌を引き締めます！



香りで優雅な生活の提案。

沖縄の植物や果物、象徴物を活かした雑貨シリーズ。
香りで生活を優雅にする事を目的に製作。香りに沖縄の思い出や

記憶が刻まれる事を願い作られたシリーズです。

25

Product



Perfume Ball 香り玉(ジャスミン/スゥイートピー 計２種)

Product

沖縄の海に浮かぶ「浮き球」をモチーフに誕生した香り玉。
使用している網は１つ１つ手作りで作られており、あなただけの１点ものになるでしょう。

網に玉を吊るし飾ると、波にたゆたう様にクローゼットや玄関、トイレを香り玉の
香りがやさしく包み込みます。

●サイズ：直径4.5cm（ゴルフ玉程度）
●価格：2,080円（税抜）※ﾄﾝﾎﾞ玉付き。 26



プレミアムルームフレグランス(オリエンタルブーケ/エターナルガーデン 計２種)

Product

ガジュマルの木の下で心地良いそよ風と木漏れ日を感じて癒される。
そんな心地良さを「香り」であなたへ届けたい。そう願い作られた

ルームフレグランスシリーズです。

●価格：4,500円（税抜）
27



Product
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SuiSavon-首里石鹸-オリジナルギフトBOX 600円（税抜）

首里の情景を首里石鹸の世界観で描かれたオリジナルギフトBOX。
贈る気持ちを最上に演出してくれるダブルウォール製法で制作されました。

大切な人への贈り物、お世話になった方へのお中元・お歳暮などに
心を込めた贈り物にご利用いただければ幸いです。



Shop
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当蔵本店
ウミカジ
POPUPSHOP

ウミカジテラス
ギャラリーショップ

国際通り
ギャラリー
ショップ

那覇空港
POPUPSHOP
（ANA側）

那覇空港
POPUPSHOP
（JAL側）

SuiSavon-首里石鹸-
Shopリスト



Customer
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お友達登録数、開始半年で

3,000名突破!!!。



Channle

主催のクラウドファンディングでも目標達成。
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ためになる。
をする。

住所：沖縄県那覇市首里末吉町４丁目６−６
Corcus.co.jp

電話：０９８−８８６−７７７０
Fax：０９８−８８６−７７７１


