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-Celebrate your inner beauty- 
「g e n」 

2017年11月23日（木）、日仏の職人技の融合　珠玉のスキンケアブランド誕生 

調香 フランスのバルナベ・フィリオン、スペシャルボックス制作 ヒノキ工芸 戸沢忠蔵 、他 

2017年12月、Magnifico CO LTD（マニーフィコ株式会社）は、「Celebrate your inner beauty /あなたの内
なる美しさは本当の美しさ」をコンセプトに、スキンケアブランド「g e n」の発売を開始いたします。「g e n」
は、日本を代表する神戸の無添加ナチュラル石鹸メーカー、丸菱石鹸が制作した石鹸に、フランスの調香師バル
ナベ・フィリオンがヒノキをベースにした香りをオリジナルに開発し、香りから安らげるバスタイムの演出を考
えました。 
また、数量限定のスペシャルボックスは木工の名匠として名高いヒノキ工芸の戸沢忠蔵が手がけました。 

「g e n」の誕生を記念し、11月23日（木）～ 28日（火）にかけ、発表会を開催いたします。会場となる
SUNSHINE + CLOUD にて、11月より発売の日仏コラボレーションのアイテムをいち早くご覧いただくことが
できます。11月 25日（土）には、スペシャルボックスを手がけたヒノキ工芸の戸沢忠蔵、調香師バルナベ・フィ
リオンをはじめ、「g e n」の開発に携わったスタッフも、葉山の自然に囲まれた会場にて、みなさまのお越し
をお待ちしております。是非足をお運びください。 

g e n 発表会 
日時：11月23日（木）～28日（火） 
会場：SUNSHINE + CLOUD  〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2151-1 
レセプションパーティー：11月25日（土）17:00-20:00 

gen 商品概要 
価格帯  　￥5,000～￥120,000 
アイテム 　石鹸、櫛、ソープカッター、タオル、スペシャルボックス 
発売元  　Magnifico CO LTD 
Website 　http://www.gen-lifeessence.com 
INSTAGRAM 　https://www.instagram.com/gen_lifeessence/ 
購入方法 　ONLINE SHOP、SUNSHINE + CLOUD 
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g e n の名前の由来 
日本語にある「源」「現」「元」「弦」「玄」「原」などにあるような、「ゲン」という漢字の意味の深さを表現していま
す。美は内に秘めている、あなたの元にある美しさを祝ってほしいという意味で名づけられました。現代的で、弦のように
伸びやかで　こんこんと湧く源のように、使ってくださる皆さまに寄り添う「g e n」でありたいと願っています。 

g e n フィロソフィー 
人は誰もが美しいものを愛します　美しさに憧れます　 
美しさにはつねにほのかな光が宿っているからです 
あなた自身の内なる光を見つめてください 
g e nは自然を愛する職人技の結晶です 
あなたの内なる美しさを讃えるために 

g e n 商品ラインアップ 

スペシャルボックス　￥120,000 （各色限定30セット） 
ボックス　サイズ 20cm x 20cm x 20cm （重ねた場合）素材 スプルス、　　ブラシ 素材  ウォールナット 
ヒノキ工芸の戸沢忠蔵が制作したスペシャルボックスに全アイテムがセットされた特別限定アイテム。 
ボックスに、ソープ3種、ソープディッシュ大、櫛、カッター、フェースブラシ、ボディブラシ、タオルがセットされている。
 

櫛　￥17,000    　　　ソープカッター　￥5,000   　 タオル ￥8,000  
サイズ　10 x 5.5 cm  　　　 サイズ　10 x 5.5 cm  　  サイズ　102 x 51cm   
素材　ピキア    　　　素材　ヴィクトリアンローズ       素材　  カディコットン  

ソープディッシュ 小 １つ用　￥3,000   ソープディッシュ 大　￥4,500 
ソープ1つを置くことができます。    ソープ3つを置くことができます。 
サイズ　95x 70 mm     サイズ　170 x 95mm 
左 楽焼 黒、 右 楽焼 白     左 楽焼 黒、 右 楽焼 白 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「g e n」商品ラインアップ 

SAVONS/石鹸 
価格：１個  ￥1,950 、３個セット ￥5,900 

神戸を代表する丸菱石鹸は今でもその伝統的コールド製法を受け継ぎ、職人たちがハンドメイドで石鹸「g e n」を作り上げ
ています。そしてフランスを代表する調香師バルナベ・フィリオンが「g e n」の哲学とのハーモニーを奏でる香りを100%
ナチュラル成分で演出し、合成着色料香料化学成分は使用しない石鹸genは、柔らかな洗浄により私たちの体を包む皮質膜
を保護し、水分を与えてくれます。そして日本のヒノキエッセンスによりこころと体の浄化力を高めます。 

Collection « LUMIÈRE » /コレクション　リュミエール・光 

1. Clairière 森の光　/ Wash　ウォッシュ 
ヒノキ精油が導く香りが心をリラックスさせ、抗菌作用があります。 
優しく肌を洗い上げる最もベーシックな石鹸。 
 

2. Ecorce 森の切り株 / Exfolient　ゴマージュ 
ヒノキ精油が導く香りで心をリラックスさせ、抗菌作用があります。 
天然ヒノキおがくずの成分が含まれ、肌の角質除去を優しく促します。 
 

3. Sève 森の蜜 /  Moisturing　モイスチャー 
ヒノキ精油が導く香りで心をリラックスさせ、抗菌作用があります。 
神戸ハニーの成分も含まれ、傷口炎症などを和らげるなど、肌に潤いを与えます。 

Collection « OMBRE » /コレクション　オンブル・影 

1. Sous-bois  森の心臓　 / Wash　ウォッシュ 
ヒノキ精油が導く香りで心をリラックスさせ、抗菌作用があります。 
炭が肌の汚れを吸収しながら炭のミネラルが肌に浸透します。 
 

2. On-sen 温泉 / Exfolient　ゴマージュ 
ヒノキ精油が導く香りで心をリラックスさせ、抗菌作用があります。 
100%天然ヒノキおがくずやミネラルを含む海砂が肌の角質除去を優しく促します。 
 

3. Ours 熊　/ Moisturing  モイスチャー 
ヒノキ精油の香りで心をリラックスさせ、神戸六甲で取れる蜂蜜が潤いを与えます。 
ビワの葉の持つ豊富なビタミンが疲労回復や代謝を促します。 



「g e n」 アルティザンとそのクリエーション 

バルナベ・フィリオン　調香師 パリ 
自然植物をこよなく愛し、フランスの若き調香師として活躍。Aesop、Paul Smith、Christofle、MERCIなどの世界的なブ
ランドやショップだけでなく、アートバーゼル、デザインマイアミ、LI EDELKOORTなどとのデザインやアートプロジェク
ト、ROYAL SALUTEのようなスコッチウイスキーとのプロジェクトなど、その芸術活動は多岐にわたります。日本で体験し
たヒノキの森にインスパイアされて100%ナチュラル成分による g e nの香りを作り出しました。 

西垣 壮南　石鹸師 / 丸菱石鹸　神戸 
卓越したコールド製法の職人技を持つ石鹸マスター西垣壮南は、無添加石鹸を日本に広める革新的なアルティザン。‘徹底し
てお肌に優しい石鹸を作る’というこだわりのもと時間と手間暇をかけ、無添加の石鹸を作り続けてきた技術と経験を結集し
て「g e n」のために6つの石鹸コレクションを生み出しました。 

戸沢 忠蔵 木工芸マスター/ ヒノキ工芸　埼玉 
日本を代表する木工芸のマスター。三越製作所、髙島屋工作所を経て、1977年に〈ヒノキ工芸〉を設立。宮内庁、国会議事
堂、各国大使館などの特注家具を多く手がけ、また、カッシーナのような世界的ブランドのための家具も製作しています。
「g e n」 の語る内面からの美しさに共鳴し、スペシャルボックス、石鹸カッター、櫛を制作しました。 

ジュヌヴィエーブ・シュヴァリエ　陶芸家 / パリ 
80年代にパリ郊外アントニーに工房を構えるジュヌヴィエーヴ。楽という技法を追求した作品はフランス花道界で人気を博
している。「g e n」のために黒楽焼と白陶器による石鹸皿を制作しました。 

土屋 武美 / 晃祐堂 広島県熊野 
広島熊野筆を代表する晃祐堂で、筆一本一本手作りで制作し、昨今では世界各国でも日本が誇る筆ブランドとして評価が高
い。「g e n」のためにフェースブラシ、ボディブラシを制作しました。 

高須 勇人　ショップオーナー、デザイナー / SUNSHINE + CLOUD  神奈川県葉山 
神奈川県、葉山からライフスタイル&生きる歓びを提案するショップSUNSHINE + CLOUDのオーナー。「g e n」のために
カディコットンのハンドタオルをデザインしました。 

お客様からのお問合せ 
Website  http://www.gen-lifeessence.com 
Mail   forest@gen-lifeessence.com 

プレス関係のお問合せ 
HOW INC. 
MAIL   pressrelease@how-pr.co.jp 
TEL    03-5414-6405 
FAX    03-5414-6406
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