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MAINE BEACH - McLaren Vale Olive Oil

The McLaren Vale area of South Australia has been an ideal Mediterranean
environment for over 100 years for
growers of olive oil, grapes and
almonds in Australia. This premium
certified organic extra virgin olive oil
forms the basis of this range. The oil of
this remarkable fruit helps guard your
body and your skin from the inside
out, as olive oil is high in antioxidants
which protect against age-accelerating
free radicals.
The combination of a magnificent European style fig and olive fragrance
with an eclectic mix of textures and
finishes throughout the packaging gives
this collection a distinctly provincial
earthy quality.Olive oil is a fat obtained from the olive (the fruit of Olea
europaea; family Oleaceae), a traditional tree crop of the Mediterranean
Basin. The oil is produced by pressing
whole olives and is commonly used in
cooking, cosmetics, pharmaceuticals,
and soaps, and as a fuel for traditional
oil lamps. Olive oil is used throughout
the world and is often associated with
Mediterranean countries.McLaren
Vale (postcode 5171) is a township in
South Australia. The township was
formed in 1923 from a merging of the
two original villages of Gloucester and
Bellevue, which were established in
the 1840s by British pioneers.

Nigel Treliving

ナイジェル・トレリビング

30 年以上の業界経験を持つナイジェル・トレリビング氏はオーストラリアのクラブツリー＆イブリンと呼ばれた
「トレリビング」ブランドの創設者。
現在はトレリビング社を手放し、オーストラリアギフト連合（GHA）の会長を務めながら、
一度は退いたオーストラリアン・ギフトコスメ市場に新たに返り咲き、ボディケアの匠として商品を生み出しています。

MAINE BEACH - McLaren Vale Olive Oil

MAINE BEACH

- オーストラリアンボディケアの頂点を目指して -

McLaren Vale Organic Olive Oil Series

−オリーブシリーズー

南オーストラリアにあるマクラーレンヴェール地方の気候は地中海によく似ており、オーストラリアの中では最も高品質なオリーブや葡萄、
アーモンドが採れる場所として知られています。
この地域で採れたオーガニック認定済みのプレミアム・エクストラヴァージンオリーブオイルを主成分とし、各種オーガニック成分（＊下記参照）
を配合し生まれた 100% オーストラリアンメイド・コスメティックスが「オーガニックオリーブオイル・シリーズ」です。
高品質で貴重なオリーブの実から採取される抗酸化作用が高いといわれるオリーブオイルは、肌を外気より保護し、潤いを保つ働きをしてくれます。
さらにヨーロピアンスタイルのフィグをコラボさせることで、素晴らしい香りと使用感を実現しました。
＜オーストラリア機関認定オーガニック成分一覧＞
オリーブオイル、スウィートアーモンドオイル、ホホバオイル、シアバター、ココアシードバター、
ポムグラネイトエキス、カレンデュラフラワーエキス、ウィートジャームオイル

CODE : 055-01-001

CODE : 055-01-002

CODE : 055-01-003

JAN : 9343055005028

JAN : 9343055005042

JAN : 9343055005066

MAINE BEACH
Body Lotion

MAINE BEACH
Hand & Body Wash

MAINE BEACH
Hand & Nail Cream

（ＭＶローション）

（ＭＶウォッシュ）

（ＭＶハンドクリーム）

¥3,400

¥3,400

¥2,400

( 販売価格 ¥3,400+tax)

( 販売価格 ¥3,400+tax)

( 販売価格 ¥2,400+tax)

size : φ70 H195
lot : 1
carton : 1 / 6
volume：500ml

size : φ70 H195
lot : 1
carton : 1 / 6
volume：500ml

size : W180 D67 H40
lot : 1
carton : 1 / 48
volume：100ml

各種オーガニック認定成分配合の
ボディローション。

各種オーガニック認定成分配合の
ハンド＆ボディウオッシュ。

各種オーガニック認定成分配合の
ハンド＆ネイルクリーム。
オリーブオイル、マカダミアシードオイル
ミツロウが潤いをキープ。
爪周りのキューティクル部分のケアにも効果的。

CODE : 055-01-005

CODE : 055-01-011

JAN : 9343055005103

JAN : 9343055005370

MAINE BEACH
Body Mousse

MAINE BEACH
French Milled Soap

MAINE BEACH
DUO Gift Pack

（ＭＶムース）

（ＭＶソープ）

（ＭＶギフトパック）

CODE : 055-01-004

発注書記載例

JAN : 9343055005080

¥2,200

¥2,000

¥6,200

( 販売価格 ¥2,200+tax)

( 販売価格 ¥2,000+tax)

( 販売価格 ¥6,200+tax)

size : W116 D116 H55
lot : 1
carton : 1 / 20
volume：150ml

size : W116 D116 H42
lot : 1
carton : 1 / 20
weight：110g

size : φ130 H200
lot : 1
carton : 1 / 12
volume：100ml & 150ml

各種オーガニック認定成分配合の
ボディムース（クリーム）
。

ヨーロッパに古くから伝わる製法で
作られたナチュラルミルドソープ。

ハンド＆ネイルクリームと
ボディムース（クリーム）を
詰めた保湿を重視した
デュオギフトパック。

発注品番

商品名

テスター種類
現品

1

055-01-001

MV ローション

2

055-01-005

MV ソープ

オリーブ

オリーブ

専用
小瓶

ソープ ウォッシュ クリーム/バーム/ギフト

×
×
×

×
×

×
〈棚割り〉
H28cm
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