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リチャード・オースティンとベッシー・オースティンの父娘がイギリスの小さな町ノーフォークにて創業した Austin Austin。70年代に

イギリスの自然食品専門店の草分けとなるお店をオープンしたリチャードと、インテリアデザインや広告業界でキャリアを積んだアートに造詣

の深いベッシーによる、自然がもつ巧みさに誠意を持って向き合うことを第一とした、ヘルシーで効果的なエステティックを提案するオーガニッ

クブランドです。ヴィーガン（少量のミツロウを配合したボディクリームは除く）であることに貫徹した Austin Austin の商品開発には、遺

伝子組換え原料や有害なもの、環境毒性のあるものは一切不使用。リチャードが持つ薬学やハーブの知識と、英国伝統のレシピを融合・洗練

させて、植物本来の力を最大限に引き出しています。プレミアムな原料の贅沢なブレンド、リッチなテクスチャー、注意深く調香されたムード、

それぞれのハイライトによって生まれる最上の使い心地と丁寧なものづくりから、その知名度はイギリス国内だけにとどまらず瞬く間に世界

中に広まりました。ロンドンとマドリードで活躍する、クリスチャン・ニュービーのアートが美しく飾られたシンプルな佇まいもオースティン・

オースティンならではの視線です。

○ COSMOS ORGANIC 認証ブランド

Austin Austin
オースティン オースティン / イギリス

bergamot & juniper conditioner 300ml

軽くさらっとしたのびの良いクリーム状コンディショナー。修復・保湿成分のアルガンオイル、整肌成分のシーバックソーン配合。

皮膜感を与えることなく、豊富な栄養をもつ香りの良い植物オイル、オリーブの天然成分が贅沢なうるおいを与えながら髪を柔軟に、

なめらかな指通りにします。

bergamot & juniper shampoo 300ml

泡立ちの良いジェル状のシャンプー。修復・保湿成分のバオバブ配合。

豊富な栄養をもつ香りの良い植物オイル、サンフラワーシード、ココナッツの天然成分で、

うるおいを損なうことなく健やかな頭皮に、そして艶やかな柔らかい髪に整えます。

◯ノート

トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ
ミドルノート：ローズマリー、ユーカリプタス
ベースノート：ジュニパー、ゼラニウム

◯ノート

トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ
ミドルノート：ローズマリー、ユーカリプタス
ベースノート：ジュニパー、ゼラニウム

bergamot & juniper conditioner 300ml
6

AA_002

¥3,600

bergamot & juniper shampoo 300ml
6

AA_001

¥3,600
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表示価格は 2022 年 6 月現在の上代 ( 税抜 ) です。商品スペックは変更になる場合があります。

biotope corp.
http://www.biotope.biz
 wholesale@biotope.biz 

palmarosa & vetiver hand soap 300ml

泡立ちの良いジェル状ハンドウォッシュ。整肌・保湿成分のアロエエキス配合。

豊富な栄養をもつ香りの良い植物オイル、海藻、草・藻類の天然成分で手肌を乾燥させることなくしっかりと洗浄、

保護するマイルドな処方です。

palmarosa & vetiver hand cream 300ml

濃密なクリーム状ハンドクリーム。保湿・保護成分のココアバター配合。

豊富な栄養をもつ香りの良い植物オイル、海藻、草・藻類の天然成分で手肌とキューティクルを持続的な うるおいで保護。

紫外線や肌荒れ、乾燥に負けない健やかな手肌に。

neroli & petitgrain body soap 300ml

泡立ちの良いジェル状ボディウォッシュ。整肌・保湿・保護成分のベタイン配合。

豊富な栄養をもつ香りの良い植物オイル、アロエエキス、サンフラワーシード、ココナッツの天然成分で

肌を乾燥させることなくマイルドでしかもしっかりと洗浄、保護。肌を柔軟にする処方です。

neroli & petitgrain body cream 120ml

濃密なクリーム状ボディクリーム。整肌・保湿・保護成分のベタイン配合。

豊富な栄養をもつ香りの良い植物オイル、ココアバター、アマ、オリーブ、シーバックソーンの天然成分で

肌を持続的なうるおいで保護。健やかで潤沢な肌に。

◯ノート

トップノート：マジョラム
ミドルノート：パルマローザ、ローズマリー
ベースノート：ベチバー、ラベンダー

◯ノート

トップノート：マジョラム
ミドルノート：パルマローザ、ローズマリー
ベースノート：ベチバー、ラベンダー

◯ノート

トップノート：オレンジ、グレープフルーツ
ミドルノート：ネロリ、カルダモン
ベースノート：プチグレン、シダーウッド

◯ノート

トップノート：オレンジ、グレープフルーツ
ミドルノート：ネロリ、カルダモン
ベースノート：プチグレン、シダーウッド

palmarosa & vetiver hand soap 300ml
6

AA_003

¥3,800

palmarosa & vetiver hand cream 300ml
6

AA_004

¥4,200

neroli & petitgrain body soap 300ml
6

AA_005

¥4,200

neroli & petitgrain body cream 120ml
6

AA_006

¥4,400



※オーダーをご希望の際は下記までお問い合わせ下さい。
wholesale@doinel.net     
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Cedar Atlas & Ylang Ylang Scented Candle 210g

オーガニック認証のワックスとエッセンシャルオイルを使⽤したナチュラルな素材のキャンドル。

シダーアトラス＆イランイランの香りが空間を彩ります。

Austin Austin とセラミックアーティスト Matthew Raw とのコラボレートワークによる陶製のタンブラーは、

上質なストーンウェアの粘⼟をスリップキャスト（鋳込み成形）し、光沢のあるコバルト釉を手作業で施して、

イギリスで製造されています。ワックスはロンドンで手作業で注いでいます。

Ceramic Soap Dish

Austin Austin とセラミックアーティスト Matthew Raw とのコラボレートワークによる陶製のソープディッシュ。

上質なストーンウェアの粘⼟をラムプレスで成形した凹凸のあるフォルムに、手作業で施された光沢のあるコバルト釉薬が印象的です。

Cedar Atlas & Ylang Ylang Soap Bar にあわせてデザインされ、イギリスで製造されています。

ソープディッシュとして、また、アクセサリートレイやディスプレイとして、インテリアのアクセントにもなる存在感です。

Cedar Atlas & Ylang Ylang Soap Bar 150g

天然由来成分を使⽤し、シダーアトラス、イランイラン、ゼラニウム、フランキンセンス、

ローズマリー、コリアンダーのエッセンシャルオイルを使った、香り豊かなハンド＆ボディ⽤のソープバー。

Austin Austin のロゴがスタンプされています。

※ GM 成分、SLS、シリコン、パラベン、ミネラルオイル、⼈⼯着⾊料、⼈⼯香料は不使⽤

※ソイルアソシエーションと COSMOS のオーガニック認定

◯ノート

トップノート : シダーアトラス、イランイラン
ミドルノート : ゼラニウム、フランキンセンス
ベースノート : ローズマリー、コリアンダー

サイズ：約 W 12.5 x D 8 x H 3 cm

サイズ：約φ8.5 x H 9cm

◯ノート

トップノート : シダーアトラス、イランイラン
ミドルノート : ゼラニウム、フランキンセンス
ベースノート : ローズマリー、コリアンダー

Cedar Atlas & Ylang Ylang 
Scented Candle 200g
lot: 3

AA_009

¥25,000

Ceramic Soap Dish
lot: 3

AA_008

¥12,000

Cedar Atlas & Ylang Ylang 
Soap Bar 150g
lot: 8

AA_007

¥3,500

Richard Austin と Bessi Austin の父娘によるイギリスの小さな街ノーフォークに創業した

オーガニックブランド Austin Austin より、アーティストコラボレーション Edition No.1 

Chrsitian Newby に次ぐ、Edition No.2 として、セラミックアーティスト Matthew 

Raw とのコラボレーションプロダクトです。シダーアトラス、イランイランなどのエッセンシャ

ルオイルを使った COSMOS ORGANIC 認証のソープバーや、光沢あるコバルト釉を⼿作業

で施したソープディッシュやキャンドルなど、美しいものづくりがさらにリラックスシーンを⾼

めます。Matthew Raw とのコラボによる⽩地にコバルトブルーのペイントがデザインされた

ボックスは、ノーフォークで印刷され、FSC 認証の持続可能な管理された森林から供給されて

います。紙パッケージはすべて 100％リサイクル可能です。

Edition No. 2  Matthew Raw


