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創業から 136 年、美と健康を追求しつづけてきた桃谷順天館グループ（本社：大阪市中央区、代表取締役社

長：桃谷誠一郎）は、グローバルに展開する MOMOTANIブランドからより多くの方に安心してお使いいただけるシ

リーズ“HAPPINESS BEAUTE”を 4月 5日(月)に発売いたします。 

 “SUSTAINABLE BEAUTY 私のために、地球とすべてのために。for me, for all”を合言葉に、「ハラール認証※

1」をはじめとして「動物由来成分不使用」や「動物実験不実施」と、より多くの方に安心してお使いいただけるクリ

ーン設計になっております。ラインアップは、桃谷順天館が独自に開発した、肌の基礎力を上げる“HBPコンプレッ

クス“を配合した REFRESHING LOTION、BALANCING EMULSION、SOOTHING CREAMの３品をご用意いたしま

した。今後はさらにラインアップを充実させて行きます。 https://www.e-cosmetics.co.jp/global/hp/ 

日本国内では Amazonの MOMOTANI JUNTENKAN公式ショップでの先行販売となります。世界各地へは 5月

以降で順次展開していきます。 

 
※1 株式会社桃谷順天館 岡山工場は 2020 年にハラール認証を取得し、原材料の受け入れから製造、出荷に至るまで厳しい検査

を行い、世界での展開を視野に入れ、徹底した品質管理体制を確立しています 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球環境や動物にもクリーンに！ハラール認証取得のグローバル向け新シリーズ誕生！ 

美しく、ハッピーに、生きてゆく。「HAPPINESS BEAUTE」 
Amazonジャパンでの販売を皮切りに世界各国へ発売スタート！！ 

 

https://www.e-cosmetics.co.jp/global/hp/


 

 

 

HAPPINESS BEAUTEが考える“SUSTAINABLE BEAUTY”とは、お肌を美しく保つこと、そして地球環境の美し

さの維持、これによる未来へ続く美しさと定義しています。HAPPINESS BEAUTE はお肌に必要な厳選された成分、

クリーンな製造環境、社会や動物に配慮されて作られています。化粧品は毎日お肌に使うものだから、信頼でき

るクリーンなものをお使いいただきたいという想いから、ハッピーでクリーンな商品を目指しています。 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

＜Point.3＞ バリアサポート成分“セラミド”配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラール認証 動物由来成分不使用 動物実験不実施 FSC認証 

  

   
 

 

     

  

    

 

  

ハラールの意味は 2 つあ

り、１つはイスラム法で合

法であること、そしてもう１

つは健康的、清潔、安全、

高品質であること。ハラー

ル認証製品はムスリムの

方にのみ良いものではな

く、より多くの方にとって安

全でヘルシーな証です。 

サスティナブルな未来の

ために、徹底的にこだわ

って原料を選択。動物由

来成分を使用せず、心地

よいテクスチャー、安全

性、効果を兼ね備えた製

品を作りあげます。 

現在も 、 これから も 、

MOMOTANI がつくる化粧

品には動物実験を行いま

せん。専門家の監修のも

と、ヒトボランティアによる

安全性試験を実施。人も

動物も共に生きる、幸せ

な未来に貢献します。 

環境、社会、経済の便益

に適い、適切に管理され

た森林から生産された木

材・木材製品に対して与

えられる FSC 認証取得の

パッケージを採用。環境

保護に配慮したエコフレン

ドリーなものづくりを行い

ます。 

製品特徴  SUSTAINABLE BEAUTY × 地球環境 ＝ みんなにハッピーなクリーン設計 

HAPPINESS CLEAN DESIGN 
 



 

 

  

 

お肌が本来持っている美しさを保つための力を“肌の基礎力”と言います。その肌の基礎力が低下すると「なん

となくお肌の調子が悪い」と感じるようになります。基礎力のカギとなるのが、ターンオーバーとうるおい、そしてバ

リア機能です。これら３つを良い状態に整えることで、お肌はトラブルを跳ね返し、自ら美しさをキープし続けられ

る状態にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPINESS RECIPE ① シリーズ共通成分 HPB コンプレックス配合 
肌の基礎力を上げる、植物由来の成分をたっぷり配合しております。肌荒れを防ぎ、うるおいが満ちた調子の

よい“ハッピーな肌”へ導きます。 

 

ローズマリーエキス・・・お肌の角層に働きかけ、キメの整ったなめらかなお肌をキープ 

カカドゥプラムエキス・・・明るく輝く素肌づくりをサポート 

セイヨウハッカエキス・・・弾力のある健やかで美しいお肌に 

モリンガ種子エキス・・・トラブルの起こりにくいお肌に 

アロエベラ葉エキス／ブロッコリーエキス／ビオフラボノイド・・・乾燥などのダメージからお肌を守り、健やかな 素

肌へ 

 

HAPPINESS RECIPE② お手入れが至福の時間に変わる、幸せのフレグランス 
 やわらかで深みのあるフローラルを主体に、しなやかで洗練されたベルガモットと、少しスパイシーさのあるグリ

ーン系に奥行きのあるカシスを配合しております。また、ラストはムスクやアンバーの余韻を残す、透明感のある

香りに仕上げています。 

 思わず深呼吸したくなるクリーンでフェミニンなハピネスフローラルの香りを演出します。 

 

 
 

「HAPPINESS BEAUTE」公式ブランドページ ： https://www.e-cosmetics.co.jp/global/hp/ 

＜日本 Amazon MOMOTANI JUNTENKAN公式ショップ＞ 

公式ショップページ：

https://www.amazon.co.jp/stores/MOMOTANI/page/0D28E84A-C3D4-4DA0-B8C8-3A6846F7798F?r

ef_=ast_bln 

化粧水：http://urx3.nu/dvzp / 乳液：http://urx3.nu/K6ow / クリーム：http://urx3.nu/vvyl 

HAPPINESS RECIPE 

正常な 

ターンオーバー 

みずみずしい 

うるおい 

強固な 

バリア機能 

https://www.e-cosmetics.co.jp/global/hp/
https://www.amazon.co.jp/stores/MOMOTANI/page/0D28E84A-C3D4-4DA0-B8C8-3A6846F7798F?ref_=ast_bln
https://www.amazon.co.jp/stores/MOMOTANI/page/0D28E84A-C3D4-4DA0-B8C8-3A6846F7798F?ref_=ast_bln
http://urx3.nu/dvzp
http://urx3.nu/K6ow　/
http://urx3.nu/K6ow　/
http://urx3.nu/vvyl


 

 

 

 

 

 

HAPPINESS BEAUTE 

REFRESHING LOTION 
 

HAPPINESS BEAUTE 

BALANCING EMULSION 
 

HAPPINESS BEAUTE 

SOOTHING CREAM 

 
 

 

   

 

   

 

  

乾いた肌がゴクゴク吸い込む、みず

みずしい使用感の化粧水。うるおい

で満ちた肌は、ふっくらと生き返った

ようななめらかさ。 

 

肌をやわらかく解きほぐす、伸びと

なじみに優れた乳液。肌の水分と

油分のバランスを整えて、やわらか

くツヤのある肌に。 

 

肌力の落ちた肌をやさしく癒す、と

ろけるようなテクスチャーのクリー

ム。肌をうるおいベールで包みこ

み、触れたくなるようなしっとり肌

に。 

 

150mL  1,540円（税込み） 

 

120mL 1,540円（税込み） 

 

40g 1,540円（税込み） 

 

 

 

 

商品開発にあたって、ムスリムの方々のインサイトを知るために、在日ムスリムの皆様にアンケートやグループイ

ンタビューを実施いたしました。ライフスタイルや化粧品の嗜好や購買行動をはじめ、商品パッケージデザインや

香りの好みについても事前調査をしています。 

世界中でより多くの方が安心して使っていただけるハッピーな商品設計を行っています。 

 

 
 

HAPPINESS ITEM 
 

HAPPINESS STORY 
 



 

 

＜会社概要＞ 

桃谷順天館グループは、1885年（明治 18年）に創業してから美と健康を追求してきました。 

「Thinking Forward for Beauty 〜美しさの未来を夢見て〜」をグループスローガンに掲げ、4社からなるグルー

プ経営を行っています。 

「こころ彩る美肌創りを通じて人々の幸せに貢献します」を企業理念とし、永い歴史とともに培った技術力と品質

力をさらに進化させ、国内外で包括的に『美』を提供する企業グループを目指し、企業活動を続けています。 

 

桃谷順天館グループのニュースリリース一覧 

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/28974 
 

■株式会社 桃谷順天館 http://www.e-cosmetics.co.jp/ 

【本 社 所 在 地】大阪市中央区上町 1-4-1 

【岡山工場所在地】岡山県和気郡和気町米澤 629番 1号 

【創 業】1885年 6月 

【資    本    金】9900万円 

【事  業  内 容】化粧品等の製造・販売および輸出入 

【代表取締役社長】桃谷 誠一郎 

 

■株式会社 明色化粧品 http://www.meishoku.co.jp/ 

【創 業】1993年 12月 

【資    本    金】1000万円 

【事  業  内 容】化粧品等の販売 

【代表取締役社長】桃谷 誠一郎 

 

■株式会社 コスメテックジャパン http://www.cosmetecjapan.com/ 

【創 業】1993年 12月 

【資    本    金】1000万円 

【事  業  内 容】化粧品等の製造・販売／OEM事業 

【代表取締役 CEO】藤本 謙介 

 

■上海桃谷順天館化粧品商貿有限公司 http://www.e-cosmetics.cn/ 

【創 業】2007年 11月 

【資    本    金】4000万円 

【事  業  内 容】化粧品等の輸出入・販売 

【董事】服部 学 

 

●掲載用お問合せ先● 

株式会社桃谷順天館 国際 Div 

㈱ 桃谷順天館  TEL 0120-12-4680 平日 9：00～18:00 

 

●本件に対するお問い合わせ先● 

株式会社桃谷順天館 広報担当 塔筋、田崎、中田、柳田 

 Mail release@e-cosmetics.co.jp / FAX 06-6765-5901 / 代表 06‐6768‐0610 

 

 

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/28974
http://www.e-cosmetics.co.jp/
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