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20代の頃までは食を特に意識しなくとも思うように身体を
動かせましたが、30代を目前にして身体やパフォーマンス
のキレに違和感を感じはじめ、日々の食事にも意識を向け
るようになりました。そんな時、僕の「食」の意識を大きく変
えるキッカケとなってくれたのが、「ジョコビッチの生まれ変
わる食事」という書籍と、現在僕の専属シェフをしてくれて
いる加藤シェフとの出会いです。この出会いから「食」への
意識の高め方を知り、加藤シェフの指導のもと、食事の徹底
管理を習慣にしたことで驚くほど身体が改善されていきまし
た。以前まで悩んでいた花粉症や鼻づまり、体のだるさや疲
れを感じづらくなり、そして何より「パフォーマンスにキレが
出るようになった感覚」が今でも僕が徹底的に「食」にこだ
わり続けている原動力となっています。

日々のストレスに打ち勝つメンタルや
モチベーションを保つために心がけて
いることはありますか？

一番重要になるのは目標設定や目的設定だと思っていま
す。僕の場合、「ピッチの上で結果を出す。最高なパフォー
マンスを発揮する。」という目標や目的を必ず設定し、その
イメージから逆算して「今やるべき事は何なのか？」を考
え、目標を超え成長した自分をイメージしてトレーニング
をしています。メンタルとモチベーションを保つための〝コ
ツ″を挙げるとすれば「目標に近づく自分と状況を楽しむ」
こと。さらにそのプロセスでは良いトレーニング、良い食事
が必要なので「自己投資」の考え方もとても重要だと思い
ます。最近では、今の自分に目を向ける時間にも意識をし
て、ヨガの要素に重点を置いた僕流のトレーニング「ヨガ
友」を取り入れ、呼吸を意識しながらトレーニングすること
で、過去からの後悔や未来への不安に捉われず雑念から
も解放されるようになり、モチベーションを保つことに役
立っています。

ディルソースを作る。全材料を
計量しながらカップに入れチア
シードがタピオカ状になった
ら、バーミックス又はミキサー
で撹拌し出来上がったら冷蔵
庫にて保存する

野菜をそれぞれカットする

フィレのお刺身用白身魚を、ス
ライスする

冷やしたお皿にソースを引きス
ライスした魚を盛り付け、全体
に塩をふる

サラダミックス、ラディッシュ、ミ
ニトマト、アスパラガスのスライ
スを盛り付け仕上げに亜麻仁
油をかけて完成

この記事を読んでいただいている方々はきっとキレイにな
る、健康になるために努力している女性が多いのではない
でしょうか。ボディメイクのために、極端な食事制限をして
いる方がいたら、食事法をもう一度見直してほしいとアド
バイスしたいですね。僕のオススメは新鮮な野菜を食べる
こと、そしてお肉やお魚の良質なタンパク質、さらには良質
なオイルを積極的に摂取することです。僕も同じように意
識したところ、余分な内臓脂肪が２kgすぐに落ちました
し、身近で実姉も自然に腹筋が割れてきたと話していまし
た。（笑）美と健康のためにも、日常にある食材を少しずつ
良質なものに変えながら「食」を楽しんで毎日を過ごして
ほしいと思います。日本人女性の素晴らしさはやはり「気配
り」と「心配り」にあると思います。常に相手の気持ちに先回
りして行動する姿にはとても気品を感じますね。ただ、日本
人女性はもっと男性に甘えてもいい、と僕は思っています。
海外にはレディーファーストの文化があるように、時には
甘える気持ちを持ってみると、心に余裕もできて笑顔にな
れる。そういう女性の表情を見るのが僕は好きですね。

食材はオーガニック栽培にこだわり、良質なタンパク質、自
然に育った野菜を摂取し、良質なオイルやスーパーフード
などを取り入れ健康的な食事に切り替えました。良い食事
と良い準備で、心も安定しますし、日々のトレーニングもし
っかり身体に還る感覚があります。食事を変えることによる
身体の変化を自ら実感したことで「食」への関心は今後も
ますます強くなりそうです。僕は、食事は「自己投資」だと思
っています。今まで様々な経験から培った結果があるから
こそ、一人でも多くの方々にその経験を伝えていけたらな
と思います。

僕はイタリアに渡って約6年が過ぎました。チームメイトと
の会話の中で、サッカーの話や選手同士の家族や彼女の
話にもなり、世界各国のコミュニケーションの文化につい
て知る機会が多いのですが、それを知って僕が一番感じ
ること、それは「お互いが思いやりを持ち、楽しく幸せな時
間を過ごすことがお互いの心の支えになる」というシンプ
ルな考えです。僕なりに具体的なシーンを連想するとすれ
ば、待ち合わせや見送りのときなどに笑顔を見せて応援し
てくれる事ですね。また「食」については栄養の管理は勿
論ですが、それ以上に僕のために料理を学んでくれたり、
一生懸命に考えてくれる。それが何より幸せなことです。お
互いに新しい発見や感情を共有し合う時間をつくること
も大事だと思っています。

何よりも一番に大事にしたいのは「子供への愛情」です。
僕が子供の頃、食育という観点で指導されたことはなかっ
たですが、今振り返ると食事という場を通じて家族から愛情
を感じることは多かったです。家族が一生懸命作る料理や
お弁当はもちろんですが、大人になった今、外食先でも愛情
を感じることが増えました。行きつけのレストランでいつも
担当してくれるサービスマンは「今日のおすすめはこれだ
よ！これはオーガニック栽培だよ！」と生産者のこだわりのネ
タも交えながらいつも愛を持って楽しそうに話してくれま
す。ただ美味しい食事を楽しむだけでなく、美味しい料理が
できるまでのプロセスや様々なこだわりを知り沢山の愛情
を感じさせてくれる大好きなレストランです。子供にも楽し
みながら食の大切さ、命の大切さを感じて欲しいと思いま
す。食を通じて様々な方々との出会いの場となる、オーガニ
ック畑や市場、スーパーマーケット、レストランなど、食卓以
外の場所に子供と行ってそれぞれのこだわりを感じながら
一緒に「食」を楽しむことが理想ですね。

大きな舞台で活躍する長友選手の献立を考える上で特に大事にして
いることは「栄養素のバランスについて」と話す加藤シェフ。専門家
でない限り、栄養素の全てを知ることは難しいですが、その中でも特
に体で生成することができないといわれている「必須アミノ酸」「必
須脂肪酸」の摂取方法にはかなりこだわりを持って実践していると
か。そこで登場するのが良質な肉や魚、そしてスーパーフード！どのよ
うな肥料を食べて飼育された肉なのか、必須脂肪酸を多く含む魚は
なにか、などひとつひとつ丁寧に食材を選定して献立に採用。さらに
スーパーフードの「チアシード」や「アマランサス」「キヌア」は不足し
がちな必須アミノ酸を手軽に摂れる優秀アイテムとしてほぼ毎日登場
させるなど、食材そのものの理解がとても深い加藤シェフ。〝長友選
手専属シェフ″に納得です。それもそのはず「身体の喜ぶ栄養素を、
基本食材から摂取する」が加藤シェフのポリシー。自分に、そして家

族にたんぱく質を摂取させたい！と思ったら、食品を加工して作られ
るプロテインではなく、ぜひ肉や魚、スーパーフードをうまく活用し
て、食材そのものから摂取する習慣に導いてあげることをおすすめし
ます！だそう。そして、食材そのものの栄養を摂取する為に絶対に欠
かかすことができないキーワード「オーガニック食材」のこだわりもと
ても強い。不要なものを使用せず作られた「オーガニック食材」は、
生産者の想いも重なって身体にも心にも心地よい、まさに「身体が喜
ぶ食事」のベースになる食材たち。そんな食材を最大限に活かす為に鮮
度への配慮にもゆかりない。「食」という自己投資がどれだけ大事なの
かを身を持って実感している長友選手と加藤シェフ。多くの人にその
「食」への意識を伝えて、食材に素直な料理で身体が喜ぶライフスタイ
ルを発信していきたいという強い思いに今後もBiople by Cosmekitchen
は大注目！

加藤超也さん（カトウ  タツヤ）

神奈川県内でイタリア料理を中心に修行。
〈2010年～2016年〉
神奈川県横浜市のイタリア料理店
「cucinapinocchio」のシェフに就任。「素材
の持つパワー、魅力を最大限活かした料
理」をテーマに活動。
〈2016年７月～現在〉
株式会社Cuore入社長友佑都専属シェフ
に就任「イタリアミラノと日本を行き来しな
がら、長友佑都のサポートに従事。」

牛肉のラグー・野菜
❶ 牛挽肉に「マリネ用A」の材料を入れてマリネして一晩冷蔵保存する
❷ 玉ねぎ、人参、セロリを全てみじん切りにする
❸ 鍋にオリーヴオイルを引き❷の野菜を入れて鍋蓋をして弱火で野菜が
 しんなりし水分がなくなるまで加熱する
❹ よく熱したフライパンに❶のお肉を入れてソテーし❸の鍋に入れる
❺ ❸の鍋に分量のトマトペースト、白ワインヴィネガー、トマト、好みで鷹の爪を 
 入れよくなじませてから鍋蓋をして弱火で煮込む。塩加減を整えて完成

MCTオイルドレッシング
全材料を計量し、バーミックス又はミキサーで撹拌する

玄米
❶ 玄米を１回～２回軽く水研ぎする。
❷ 分量のお水を入れて給水する。最低でも2時間
❸ アラマンサス、キヌア、塩を入れて、炊飯器の玄米モードがあれば切り替えて炊く
❹ 炊き上がってから15分を目安に蒸らして完成

盛り付け
❶ 玄米ご飯を盛り付けて、グリーンサラダ、牛肉のラグー、を盛り付けて、
 MCTドレッシングを全体に回しかける。
❸ トマトとアボカド、マッシュルームをダイスカット、
 ①に盛り付けアーモンドを散らして完成

※良質なタンパク質、野菜のビタミン、良質なオイルをシェフが独自で
　「PVO」とネーミングし発信しております。〈P プロテイン　Vビタミン　Oオイル〉
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やわらかくコクのある質感にまず満足。翌朝のも
っちり潤う肌にびっくり！薄く塗ったまま寝られる
という手軽さも気に入っています。

MARTINA
7ハーブマスク
100ml  ￥6,000＋税

マルイ町田店
＠biople_machida　　　大竹

憧れのモデルさんのおしゃれな
オーガニックライフに興味を持って

高校生の時に私の好きなモデルさんが「チャントアチャーム」
を使っていたのがきっかけ。ナチュラルなのにリーズナブルで、
高校生だった私にはすごく助かりました。使い始めは「オーガ
ニック＝肌に良いから」と考えとりあえず使ってみようと思い
継続しました。すると「肌がピチピチしてるね～」や「どこの使っ
ているの？」と肌の調子を褒められることが増えたのです。今
では、他のオーガニック商品に興味を持ちスキンケアだけで
なく、インナーケアにも気を使っています。

ミルクタイプなので伸びも良く肌につけるとオイ
ル状ぽくなるので洗い上がりがしっとりし香りもく
せがないので使いやすいです。

chant a charm
モイスト クレンジングミルク
130ml  ￥2,500＋税

福岡天神地下街店
＠biople_tenjin　　　小峰

〝背中″のコンプレックス。
ナチュラルシャンプーでうしろ姿にも自信が！

きっかけは、シャンプーをナチュラルなものに変更したことで
す。以前は美容室専売品でのケアに強いこだわりを持ってい
ましたが、しっかりとしすぎたケアだったためか、背中ニキビが
ひどく、汚い背中がコンプレックスになっていました。とにかく
そのコンプレックスを改善したくて試行錯誤する中で、シャン
プーとコンディショナーを〝ラカスタ″のものに変更。今では変
更してよかったと満足しています。肌に触れるものにこだわるこ
との大切さをしみじみと実感しました。

オイリーな私の肌でもベタつかず、洗い上がりも
っちり！クルクルとマッサージ後、ぬるま湯オフが
お気に入りです。

MARTINA
サルビアクレンジングミルク

150ml  ￥3,800＋税

Sunfood SUPERFOODS
オーガニック カカオパウダー
454g　¥6,800＋税

酵素や栄養素が豊富なのはもちろん、
使いやすく、生活になじみやすい
スーパーフードです。

金沢百番街Rinto店
＠biople_kanazawa　　　東

スーパーフード・ローフードから
始めたビープルライフ

「こんなにいいもの、自分だけで楽しむのはもったいない。もっとみ
んなで共有したい」10年以上前にたまたま手に取った本がきっ
かけで、口に入れるものや肌につけるものなどに気を配るように
なりました。その中でもとくに魅了されたのはローフード・スーパー
フード。美味しく、楽しく、元気になれる不思議な食べ物。罪悪感
が少ないのもポイントです。勉強し生活に取り入れていく中で、多
くの人にこのすばらしさを知ってもらいたいと思うようになりまし
た。そして今もこの思いをもちながら、店頭に立っています。

Biople tokyo ルミネエスト新宿店
村田

めまぐるしい毎日。身体と心に
寄り添う生活がしたい！

＠biople_tokyo

社会に出て「日本の疲れた大人たち」を目の当たりにしたこと
が、私がBiople な生活を送ることになったきっかけです。目まぐ
るしく過ぎる毎日だけど、みんなが身体と気持ちに敏感になっ
て、健康でハッピーでいられたらいいなぁ、の延長線上にあっ
たのがこのお店だったのです。頑張る自分に、毎日小さくても
ハッピーを作ってあげることで心身ともに理想の生活に近づ
ける気がします！そんなライフスタイルについて、もっともっと
勉強して、これからも皆さんとたくさん共有できますように

肌荒れに悩む私の大好きなオイルです。
気づいたら乾燥肌とは無縁に

trilogy
ローズヒップオイル
20ml  ￥4,300＋税

横浜相鉄ジョイナス店
＠biople_yokohma　　　藤生

「アトピーを改善したい！」
強い想いが導いた
ナチュラルなライフスタイル

「アトピーをなんとしても改善したい！」と、薬を辞めて食事療法
やお灸などを試し始めたのが数年前。当時は何をしてもしみて
痒くて、お化粧もできない日々が続きました。そんな時、私の心
を支えてくれたのがビープルでした。温かい人やオーガニック・
ナチュラルの力を借りて、私の肌は少しずつ赤みがとれ、今で
は諦めていたお化粧も楽しむことができています！まだ改善中
ですが「私のように悩んでいる方と一緒に改善していきたい」
「少しでも私の経験が役立てば」と思いここで働いています。

肌が敏感な時には、さらっとしたお化粧水とバーム
の究極シンプルケアでしっかり保湿。

herbfarmacy
スキンブースターバーム
20ml  ￥2,600＋税

SHIGETA
リバーオブライフ
15ml  ￥6,000＋税

女性の日々のお悩みにおすすめ優秀オイル！
直接肌にもつけられるのでとってもお手軽です。

錦糸町テルミナ店
＠biople_kinshicho　　宮本

慢性的な疲れの改善を求めて、
挑戦した〝３週間″が私のスタート

前職時代、一日中重たいカタログを持ちヒールで歩き回って
いたため、慢性的な疲れや肩こり、足のむくみに悩まされてい
ました。いくらマッサージやストレッチをしても軽減されず悩ん
でいた時、たまたま見た雑誌で「SHIGETA」のコーチングを知
りました。ワラにもすがる思いで、3週間のローフード生活とセル
フマッサージを実践！体も頭も驚くほどにスッキリしました。
それからというもの、オーガニックフードやコスメの虜に。

F organics
モイスチャーローション
150ml  ￥3,800＋税

ルミネ大宮1店
＠biople_omiya　　　鈴木

はじめての妊娠と出産。私にも
子供にも優しい生活を過ごせるように

趣味で始めたヨガやビューティペルヴィスを通して世界観が変
わりました。ライフスタイル全般に自然とオーガニックを取り入れ
るようになり、それが一番心地よい生き方だと感じるように。大き
なきっかけは、現在1歳半になる長男を妊娠、出産した事です。妊
娠中からお腹の子供に負担がかからないオーガニック食材を食
べたり、産後は子供の手に触れる化粧品などにも気をつけたい
と思うなど、より深くオーガニックを身近に感じていきました。大好
きなオーガニックの情報をもっとキャッチしていきたいです。

まるでゴクゴクとお水を飲んだ植物のように角層
まで浸透していき、しっと～りした肌質を目指せ
ます。香りも最高！

京都theCUBE店
＠biople_kyoto　　　仁下

フランス留学で知った
「植物のパワー」が私を
変えてくれました

体調を崩しやすく薬が手放せなかった私ですが、フランス留学
をきっかけにアロマテラピーやメディカルハーブと出会いまし
た。日々の小さな不調を助けてくれる植物のパワーに触れ、身
体の内側からの安定を体感し「自然の力ってこんなに強いん
だ！」と感動したのを覚えています。bioな生活を始めてから、食
の大切さについて考え、ヨガに出会い、性格や雰囲気までも
「柔らかくなったね」と褒めてもらえるように。植物と香り、食生
活で自分自身と向き合うことが、今の私の楽しみです。

「シナジー＝インナーケアの王様！」厳選された
54種類もの素材が、自分の身体や環境を整えてく
れるのを実感。

THE SYNERGY COMPANY
ピュアシナジーパウダー

120g  ￥9,200＋税

バイオ・ノーマライザー
青パパイヤ酵素
90g  ￥6,300＋税

酵素の王様と呼ばれる青パパイヤの実を丸ごと使
った発酵食品です。飲みやすいので初めてのイン
ナーケアにぴったりです！

なんば店
＠biople_namba　　福岡

商品の効果を自らで実感！
「これはっ！」というアイテムに
出会うことが大切♪

ビープルスタッフに、飲んでみたらすごさがわかる！とおすすめさ
れ、寝る前に飲んでみましたが、正直最初はあまり良さがわか
らず（笑）。でも飲むタイミングが違ったようで、飲み方を意識す
ると私にも「何となく」から「いい感じ」に！今ではおかげで「連
続勤務が余裕！」って言っても過言ではないくらい、立派な青
パパイヤ信者となりました笑。最近の出来事ではありますが、こ
のおかげでよりビープルになりたい！って思うようになりました！
皆様にもこれはっ！というアイテムに出会って頂きたいです。



SHIGETA
UVスキンパーフェクション
SPF30/PA+++＜全2色＞
25ml　￥3,100+税

メイクアップアーティストとのコラボレーションで実現
した、自然な質感で肌色を整えるBBです。
UVシリーズは、お肌をケアしながら表面を均一に整
え、自然なツヤのあるお肌へと導きます。

reMio
オーガニック アルガンオイル
30ml　￥3,300+税

100kgの実から約1リットルしか採れない希少なオイル。深く角層まで浸透し、
透明感のあるやわらかい肌へ導いてくれます。頭皮・髪・爪のケアにも活躍。
カカト・ヒジ・ヒザなど気になる部分にもぜひ重ね付けを。

WELINA ORGANIC COSMETICS
クリアヴェリー モイスト
100ml　￥2,600+税

ミネラルを豊富に含むハワイアン海洋深層水と、しっとりとなめらかなお肌に導く
植物由来成分からできた化粧水。100％天然ヒーリング保湿成分は、角質層の
水分を保つ働きを維持し、肌の乾燥を防ぎ潤いに満ちた、ふっくらとハリのある
お肌に導きます。

AQUA・AQUA
ミネラルＢＢクリームファンデーション SPF22 PA++
23ｇ　￥2,750+税

スーパーフルーツエキスを使用。他に比べてベタつきの少ない「オーガニック
BBクリーム」で軽い使い心地。お好みで、上からフェイスパウダーやファン
デーションを重ねてくださいね。

AQUA・AQUA
ミネラルカラーコントロールベース ＵＶ SPF31 PA++
23ｇ　￥2,600+税

毎朝気になる肌の色。毎日良いスタートを切るためにも、このアイテムを使っ
て室内でも、太陽の下でも健康的な肌色にみせましょう。オーガニックである
ことも嬉しい。朝の忙しい時間にも手軽に取り入れられる優秀アイテム。

MAMA BUTTER
ママバター UVケアクリーム SPF25 PA++
45g 　￥1,200+税

天然保湿成分・シアバター5％使用のUVクリームSPF25・PA++。
お肌への優しさにこだわって、シリコン剤・紫外線吸収剤・合成香料・合成着
色料・鉱物油・パラベンを不使用。お顔・お体・化粧下地としても◎。

美的タウン
美的ヌーボプレミアム5日間お試し
21.7g　￥908+税

合成添加物、保存料不使用のサプリメントで、葉酸、鉄分、カルシウムなどビ
タミン・ミネラル27種類に加えDHA・EPAと豊富な栄養素が濃縮されたサプリ
メント。お得な５日感お試し用からスタートしてみては？

SEMENA
国内搾油　亜麻仁油
110ｇ　¥1,111+税

佐賀県で搾油した亜麻仁油です。搾りたての亜麻仁
油は、酸化が殆どなくとても濃厚で食べやすい。勿
論、加熱や精製などはしてないコールドプレス製法な
ので、栄養も豊富です。手間暇かけてじっくり作った
亜麻仁油、ぜひドレッシングにして召し上がれ。

WEBページはこちらから！
本誌の内容はWEBでもお楽しみいただけます。
通勤中やランチタイムでも欲しいアイテムをその場でCHECK♪新しい情報も随時配信中！ WEB STORE WEBページはこちらから！

本誌の内容はWEBでもお楽しみいただけます。
通勤中やランチタイムでも欲しいアイテムをその場でCHECK♪新しい情報も随時配信中！





ビープル バイ コスメキッチンのウェブストアでは店頭で人気のナチュラル＆オーガニックフードはもちろん、
お持ち帰りが大変な飲料のケース販売も行っています。お手軽にビープルライフを楽しみたい方にぴったり♪

Natura Moon

多い日昼用(羽つき)16個／￥474 ＋税 ・ 多い日夜用(羽なし)10個／￥474＋税 ・ 多い日夜用(羽つき)12個／￥474＋税

Biople セールスプロモーションがおすすめ
オーガニックコスメと一緒にいつもポーチに忍ばせています。昼用・夜用でしっか
りと使い分けることで体の調子が整うように。デリケートゾーンに触れるものだか
らこそ、しっかりと素材にこだわって生理用ナプキンを選びたいですね。定期的に
使用するものだから、夜用、昼用をまとめ買いしていつでも安心♪

多い日昼用(羽つき)お試し用
3個／¥200+税〈作り手のコメント〉

「ナチュラムーン」の生理用ナプキンは、トップシートと呼ばれるお肌に直接触れる部分に天然コットン100％の不織布を使
い、経血の吸収材には木材由来の綿状パルプという素材を使っています。布ナプキンに近い温かく通気性の良い使用感
と、使い捨てできるという利便性を両立しました。生理中のお肌のトラブルでお悩みの方、体の冷えでお悩みの方、布ナプ
キンをご愛用中でも、外出や旅行の時に不便を感じる方に、ぜひ一度お試しいただきたいです。

生理用ナプキン（多い日昼用（羽つき）・多い日夜用（羽なし）・多い日夜用（羽つき））

WEB STORE WEBページはこちらから！
本誌の内容はWEBでもお楽しみいただけます。
通勤中やランチタイムでも欲しいアイテムをその場でCHECK♪新しい情報も随時配信中！





ラスカ小田原店
〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1-1-9　小田原ラスカ3F
TEL 0465-20-3933　OPEN 10：00～20：30

Biople by CosmeKitchen

天神地下街店
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2丁目地下２号東４番街221
TEL 092-724-3693　OPEN 10：00～20：00

Biople by CosmeKitchen
ルミネ荻窪店
〒167-0043
東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪1F
TEL 03-6276-9606　OPEN 10：00～21：00

Biople by CosmeKitchen

京都 the CUBE店
〒600-8216
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901
京都駅ビル 京都 the CUBE B2F
TEL 075-746-5484　
OPEN 月～木・日10：00～20：00 / 金・土10：00～21：00

Biople by CosmeKitchen

横浜相鉄ジョイナス店
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス2F
TEL 045-620-2880　OPEN 10：00～21：00

Biople by CosmeKitchen

町田マルイ店
〒194-0013
東京都町田市原町田6-1-6　町田マルイ3F
TEL 042-860-6552　OPEN 10：30～20：30

Biople by CosmeKitchen

大阪ららぽーとEXPO CITY店
〒565-0826
大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPO CITY 2F
TEL 06-4860-6465　OPEN 10：00～21：00

Biople Natural Organic Food（フードのみ取り扱い）  

ルミネエスト新宿店
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-38-1ルミネエスト新宿 B2F
TEL 03-6274-8312　
OPEN 平日11：00～22：00 / 土・日・祝10：30～22：00

BiOPLE tokyo by CosmeKitchen

ルミネ大宮1店
〒330-0853
埼玉県さいたま市大宮区 錦町630番地 ルミネ大宮店1 2F
TEL 048-782-8869　OPEN 10：00～21：00

Biople by CosmeKitchen

金沢百番街Rinto店
〒920-0858
石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街Rinto 1F
TEL 076-256-0889　OPEN 10：00～20：00

Biople by CosmeKitchen

錦糸町テルミナ店
〒130-0013
東京都墨田区錦糸1-2-47　テルミナ2ラ・ガール1F
TEL 03-6658-5380　OPEN 10:00～21:00

Biople by CosmeKitchen

なんばマルイ店
〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ1F
OPEN 月～土11：00～20：30 / 日・祝11：00～20：00

Biople by CosmeKitchen

Pablisher* KANA SATO （mash beauty lab Co.,Ltd.）  Editer* YUI TERAUCHI （mash beauty lab Co.,Ltd.） 
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