News Release

2019 年 4 月 17 日

瀬⼾内発！ ⽵と野菜・植物の成分・機能を活かした
〜SETOUCHI T&K HERB プロジェクト 第⼀弾〜

まちのシンボル『竹とウサギ』から生まれた「和・ハーブ製品」8 アイテム
ゴールデンウイークに 国内外で同時発売！

株式会社いいね⽵原(本社：広島県⽵原市 代表取締役：今市恵誉、以下 いいね⽵原)と株式会社香寺
ハーブ・ガーデン（本社：兵庫県姫路市 代表取締役：福岡讓ー、以下 香寺ハーブ・ガーデン）は、株
式会社リム・ジャパン（本社：広島県広島市 代表取締役：⻄原充、以下 リム・ジャパン）のプロデュ
ースにより、「和・ハーブ」ブランド『SETOUCHI T&K HERB（以下、せとうち T&K ハーブ）※商標
出願中』を開発しました。
ブランド第⼀弾は、⽵原市のまちのシンボル「⽵」と、大久野島（⽵原市）のシンボルであるウサギを
テーマにした「人参」から抽出される成分を活かした 2 つのシリーズ。
「⽵」の爽やかな香りと乳酸菌に
よる保湿効果が期待できる『せと』シリーズと、
「人参」の葉と根から得られるカロテンとビタミンを練
り込んだ
『うさぎ』シリーズで、自然由来のハーブ成分を使った化粧水や美容液、石鹸、ハーブクリームなど全８
アイテムの製品を 2019 年 4 月 27 日から販売開始いたします。
▼SETOUCHI T&K HERB（せとうち T&K ハーブ）」とは
いいね⽵原、香寺ハーブ・ガーデン、リム・ジャパンが開発する、瀬⼾内で⽣まれた国産ハーブを使っ
た「和・ハーブ」ブランド。
⽵原の「T」と香寺ハーブ・ガーデンの「K」の頭文字「T＆K」を冠したブランドで、自然由来の素材
を活用した多様なハーブ製品やサービスを開発しています。
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▼SETOUCHI T&K HERB（せとうち T&K ハーブ）
①『せと』シリーズ ⽵成分配合
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２つのシリーズ
②「うさぎ」シリーズ 人参成分配合

1.

しっとり瀬⼾内ハーブ・ウォーター

1.

はりと潤いの瀬⼾内ハーブ石鹸

2.

潤い瀬⼾内ハーブ・オイル

2.

つやつやリップ（ハーブクリーム）

3.

艶やか瀬⼾内ハーブ・バーム

3.

やんわり保湿（ハーブクリーム）

4.

爽やか瀬⼾内ハーブ石鹸

4.

つるつるスキンケア（ハーブクリーム）

■『せと』
『うさぎ』 シリーズの特⻑
① 香寺ハーブ・ガーデン独自ハーブ成分分析と抽出技術※1 による「⽵」
「人参」ハーブ及び国産ハーブ
※1：レモンマートル及びその抽出物のうち少なくとも⼀方を含むことを特徴とする美白用組成物（特許第 5283873 号）

② ⽵の伐採、⽵炭づくり、有機栽培人参、製品化までの原材料の鮮度と手造りによるこだわり
③ 男女を問わず利用いただけるユニセックス・ハーブコスメとしての仕上がり
④ 国産・自然由来の原材料で、石油系原料、保存料などの添加物や防腐剤を使用せず、人に優しい、口
に入れても安全な製品づくり
⑤ 海外からの「⽵の独特の清涼感と香り」好評価による国内外同時発売
■開発の背景
いいね⽵原は、瀬⼾内の豊かな自然を軸にした地域活性化のための場づくりやサービスの開発を進め
ており、2 年前、全国 38 市町村の国内ハーブガーデンの監修・設計に携わってきた香寺ハーブ・ガーデ
ンの「自然から学ぶ」という理念に共感し、瀬⼾内独自のハーブ製品の開発をすることになりました。
香寺ハーブ・ガーデンが注目したのが 2 つの素材。⽵原市の「⽵」と、世界に知られるウサギ島（大久
野島）の存在で、ウサギのイメージから連想される「人参」
。この２つの素材を、同ガーデンの抽出技術
と製品開発力により、およそ⼀年をかけて最適な配合によるハーブ製品に仕上げました。国内外のコスメ
関係者からも「⽵や人参の香り、その使用感は他の製品にはない、男女を問わない爽やかなハーブコスメ
製品」という好評価をいただける、瀬⼾内⽣まれの製品です。
■発売について
『せと』『うさぎ』シリーズは、4 月 27 日より⽵原市内 道の駅、海の駅ほか 10 カ所程度、香寺ハー
ブ・ガーデンにより⼀部の東急ハンズ店舗で発売、広島県内での観光関連商品を販売する拠点での販売展
開を進めていきます。
海外での販売は、中国、北米でのインターネット販売のほか、UAE の高級ホテルでの取り扱いの問い
合わせなどがあり、順次海外での展開も進めていきます。
販売先はいいね⽵原 WEB サイトで公開し、同サイトでのインターネット販売も計画しています。
■問い合わせ先
株式会社いいね⽵原：山田・福本
〒725-0026 広島県⽵原市中央 4 丁目 5 番 11 号 201 号室
TEL：0846-22-1123

Email：tk@iine-takehara.com
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＜資 料＞
「SETOUCHI T&K HERB」 『せと』
『うさぎ』シリーズ
■せとうち T&K ハーブ『せと』
『うさぎ』シリーズの特⻑
１：『せと』シリーズ
⽵の持つ独特の香りは、日本の懐かしい香り。全国どこにでもある⽵ですが、その成分には、肌に潤い
をもたせる効果や、消臭や殺菌などのさまざまな効果が期待できます。
『せと』シリーズはこうした⽵の持つ機能に着目するとともに、⽵素材をさまざまな形で製品化するこ
とを計画。第⼀弾はコスメ商品として完成しました。
せとうち T&K ハーブが特にこだわるのが、国産ハーブ、ノンケミカルの製品開発。万⼀、お子さまが
口に入れたりしても安全な、天然成分のみで作られています。
⽵原市内の⽵林から切り出した⽵は、2 日以内に姫路市香寺ハーブ・ガーデン夢前（ゆめさき）工場へ
搬入されパウダー化。⽵自身が持つ乳酸菌で数日間自然発酵させ、最適な状態で蒸留し、せとうち T&K
ハーブオリジナルの⽵ハーブエッセンスへと変わります。抽出されたエッセンスは、香寺ハーブ・ガーデ
ンが 40 年近く培ってきた独自の国産ハーブ成分のアレンジを加え『せと』シリーズが完成します。
その仕上がりは、⽵独特の香りと爽快感があり、男女を問わず好感をもって受け入れてもらえる仕上が
りとなっており、⽵のほのかな清涼感のある香りが漂う、ストレスケア、マインドヘルスとしての効果も
期待できるハーブ製品となりました。
①しっとり瀬⼾内ハーブ・ウォーター：100ml
価格： 6,900 円(税別)
⽵の成分が溶け込んだ芳香蒸留水です。
爽やかな香りのハーブ・ウォーターをブレンドしました。
⽵独特の香りと、しっとりした使い心地をお楽しみください。
成分：レモンマートル（国産）
・⽵水（⽵原市産）
・カミツレ水（国産）
使用期限：1 年（未開封の状態）
②潤い瀬⼾内ハーブ・オイル：60ml
価格： 9,000 円(税別)
スキンケアに広く使われているホホバオイルに、⽵原市産の⽵を漬け込みまし
た。
さらっとした使い心地でお肌に潤いを、
全身の保湿にどうぞ。
成分：ホホバオイル・香料[ハーブエッセンス]・ ⽵エキス（⽵原市産）
使用期限：およそ 5 年（未開封の状態）

Page 3 / 7

News Release

2019 年 4 月 17 日

③艶やか瀬⼾内ハーブ・バーム：25g
価格：4,500 円(税別)
⽵原市産の⽵の成分がしみ込んだバームです。
体温でじわっと溶かしてお肌にじっくり塗りましょう。
ハーブのエッセンスを入れて自然な香りのバームに仕上げまし
た。瀬⼾内の自然の恵みで艶やかお肌へ。
成分：ホホバオイル・ミツロウ・シア脂・香料[ハーブエッセン
ス]・ ⽵エキス（⽵原市産）
使用期限：およそ 5 年（未開封の状態）
④爽やか瀬⼾内ハーブ石鹸：60g
価格：2,500 円(税別)
⽵原市産⽵炭入りの、モノクロでスタイリッ
シュな石鹸です。
⽵にも含まれている、乳酸菌をふくんだモコ
モコ泡立ち。
爽やかな⽵をイメージした香りのハーブが入
っています。

成分：オリーブ油・⽵芳香蒸留水（⽵原市産）・ヤシ油・水酸化ナトリウム・シア脂
香料[ハーブエッセンス]・⽵炭粉末（⽵原市産）
・乳酸菌・オリゴ糖
使用期限：およそ 5 年（未開封の状態）
２：『うさぎ』シリーズ
瀬⼾内にあるウサギの島として有名な大久野島。ウサギ達との出会いをもとめて、世界中からから多く
の人たちが訪れます。その島のシンボルである可愛らしいウサギ達をイメージし、独自に抽出検証した
「人参ハーブ成分」による新感覚スキンケア商品が『うさぎ』シリーズです。
「人参ハーブ成分」は、ウサギの好きな葉の部分に「ビタミンＣ・Ｅ・Ｋ」などを含み、これらはシワ
予防や紫外線予防の効果が期待され、根の赤い部分は「ビタミンＡ」が豊富で、アンチエイジングの効果
があると言われています。
『うさぎ』シリーズ「はりと潤いの瀬⼾内ハーブ石鹸」は、香寺ハーブ・ガーデン独自配合技術により、
オリジナル「人参ハーブ」にホホバ油やヤシ油などを、最適な天然ハーブ素材と配合したハーブ石鹸で
す。ゆっくり手の平で泡立てると、きめ細やかな泡が⽣まれ、フェイスパックや腕の日焼け後のお手入れ
などに適した人参由来のハーブ石鹸です。
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『うさぎ』シリーズの 3 つのクリームは、香寺ハーブ・ガーデンの定番の三種類のハーブクリームで、
香寺ハーブ・ガーデンのスタッフが「人参ハーブ」の石鹸を開発しながら、お肌に必要な成分を配合した
3 つ機能が期待できるせとうち T&K ハーブオリジナルのハーブクリームが出来ました。
①はりと潤いの瀬⼾内ハーブ石鹸：60g
価格：2,500 円(税別)
カロテンとビタミンたっぷりの⽵原市産・姫路
市産の人参を練りこみました。
着色料を使っていない、大久野島の自然の色彩。
もっちり、ふわふわの泡立ちをご堪能ください。
成分：オリーブ油・水・ヤシ油・水酸化ナトリ
ウム・シア脂・ホホバオイル人参[根,葉]粉末（⽵
原市産、姫路市産）
・香料[ハーブエッセンス]
使用期限：およそ 5 年（未開封の状態）
②ハーブクリーム
価格：各 1,100 円(税別)
使用期限：およそ 5 年（未開封の状態）
１：つやつやリップ：7.5g
成分：ホホバオイル・ミツロウ・シア脂・香料[ハーブエッセンス]
２：やんわり保湿：7.5g
成分：ホホバオイル・ミツロウ・シア脂・香料[ハーブエッセンス]
３：つるつるスキンケア：7.5g
成分：ホホバオイル・ミツロウ・シア脂・香料[ハーブエッセンス]
余計なものは入れない。肌にやさしい油脂にハーブのエッセンスをひと垂らし。
しっとりベールが全身をくるみます
※3 個セットの場合、オリジナル箱入りが選べます。
・うさぎシリーズ ハーブクリーム 3 個セット
価格：3,300 円（税別）
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■人と自然に優しいこと。コスメ商品の箱としては世界で初めて LIMEX 素材を使用。
⽵や野菜、国産ハーブは、すべて化学肥料を使わない原材料を使い、水は姫路市夢前山之内の天然水だ
けで作られた商品です、せとうち T&K ハーブプロジェクトの理念は、
「人と自然に優しいこと」
。
それぞれの商品の箱にも、
自然に優しい日本の技術で作られた石灰石を原料とした LIMEX 素材（※２）
を使っています。
※２：LIMEX は、株式会社 TBM（東京都中央区）が開発した、日本において 100%自給可能な石灰石を
主原料にした紙やプラスチックの代替となる新素材です。せとうち T&K ハーブの箱は、紙では重い瓶に
は適していないためプラスチック代替となる LIMEX を使用しています。従来のプラスチック原料が石油
由来樹脂 100%のところ LIMEX によるプラスチック代替製品 は主原料が石灰石であり、石油由来樹脂
の使用量を大きく削減することが可能な、自然に優しい素材となっています。
■今後の展開
今夏には、⽵の清涼感を活かしたシャンプーや、⽵原の古代製法による⽵塩を使ったバスソルトを発表
予定。
さらに、多様な和・ハーブのアロマエッセンスやフレグランス、⽵ディフューザーの開発や、⽵原エリ
アに適したハーブ栽培、ハーブ調味料と瀬⼾内の⾷関連製品なども手掛けていく予定です。
また、
「人と自然に優しいこと」をテーマに、リム・ジャパンと香寺ハーブ・ガーデンとともに、静岡
県の有機栽培のお茶農園とのコラボレーションによる、新らたな和・ハーブ製品の開発も進めており、国
内のさまざまな地域の力を掛け算しながら「和・ハーブネットワーク」を拡げていきます。
「人と自然に優しいこと」
。自然に寄り添い、地方の力を繋いでいきたい。せとうち T&K ハーブプロ
ジェクトのテーマです。
■販売元：株式会社いいね⽵原
⽵原市と⽵原商工会議所の共同出資により設立された会社で、⾏政の持つ信用力と、⺠間の持つ知恵
と、ボランティアの持つ郷土を愛する情熱を活用した取り組みや新規事業の開拓をし、雇用創出を図り、
地域活性化に貢献することを目標に、多様な地域活性化事業を推進。せとうち T&K ハーブプロジェクト
の製品やサービスを通じて、インバウンド、アウトバウンド事業を地元⽵原で進めていきます。
代表者：代表取締役 今市恵誉
所在地：〒725-0026 広島県⽵原市中央 4 丁目 5 番 11 号 201 号室
設

立：2016 年 9 月 14 日

事業内容：⽵原市における多様な社会課題の解決と新事業開発の推進
資本金：300 万円
TEL：0846-22-1123
Email：tk@iine-takehara.com
URL：http://www.iine-takehara.com
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■製造販売元：株式会社香寺ハーブ・ガーデン
大学・研究機関と連携した素材抽出技術から発酵技術などを駆使し、ハーブ⽣産から素材研究、抽出、
精油、機能性の検証も含めた、国内でも数少ないハーブの⼀貫⽣産をする研究開発型ハーブ農園です。
2015 年には文部科学省文部科学大臣・科学技術賞を受賞し、経産省、農水省からも同園の取組みは高く
評価されています。せとうち T&K ハーブプロジェクトでは、同園の技術を応用し、栽培から香り、⾷や
サービスの開発を今後も進めていきます。
代表者：代表取締役 福岡讓ー
所在地：〒679-2155 兵庫県姫路市香寺町矢田部 689-1
創

業：1984 年 10 月 8 日

会社設立：20011 月 2 日

事業内容：ハーブ⽣産、素材研究、抽出、精油、機能性検証による製品開発、及びバイオ研究から医療関
連事業の基礎技術開発。
資本金：1,000 万円
TEL：079-232-7316
Email：info@koudera-herb.com
URL：http://www.koudera-herb.com

■製品企画：株式会社リム・ジャパン
地域資源の活用による地域産業の活性化を支援。せとうち T&K ハーブプロジェクトでは、多様な地方
の強みを事業化するアイデアを検討し、商品開発、販路開拓、ブランド化までを⼀貫してサポートしてい
きます。
代表者：代表取締役 ⻄原充
所在地：〒731-5113 広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑 2-5-1-4-2
設

立：2016 年 2 月 25 日

事業内容：ブランド・コンサルティング、地域活性化事業開発、⾷品及び健康関連商品開発、国内外販路
開拓及び卸売業。
代表取締役 ⻄原：中⼩企業庁ミラサポ専⾨家・派遣専⾨家登録。観光庁 DMO ネット専⾨事業者。兵庫
県「農」イノベーションひょうご推進協議会 6 次産業化プロジェクトサポーター及び 6 次化プランナー。
資本金： 500 万円
TEL：090-2804-8294
Email：rimj̲info@yahoo.co.jp
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