
カラダの音を聴く。
気持ちのいいトーンに出会う。
肌とワタシが調和する。

あなたのトーンを整える。

肌の質感や体調、その日のムード、フィーリングまで。
「Otonë」は、そのすべてを“tone (音)”と捉えます。
あなたのtoneを心地よい状態にセットしたい。
今よりもっと輝く生き方をサポートしたい。

コンセプトである“Set t ing the tone (セッティング･ザ･トーン)”には
そんな想いを込めました。

「Otonë」のプロダクトを通じて、
カラダ全体が愛おしい音に包まれているような
気持ちいいライフスタイルをご提案します。

報道関係者各位
Press Release
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モデル、 DJ、 コラムニスト。 12歳で篠山紀信氏撮影の写真集でデビュー。 スタイリス
トであるイギリス人の母と、 フォトグラファーである日本人の父を持つバイリンガル。
ティーン誌を経て、 人気女性誌『ViVi』のモデルを10年間務めた。 2008年からはDJと
しての活動もスタート。 日本のみならず、 ワールドワイドに活躍している。
現在は、 ブランドサイトや『FRaU WEB』にてコラムを執筆。 自身の経験をもとに、 
ビューティ、 ファッションはもちろん、 恋愛から性に関する話まで、 幅広い内容で読
者からの人気も高い。 最近ではSDGs関連イベントへの出演も多数。 グローバルな知
見とナチュラルなライフスタイルは常に女性たちの憧れである。

Otonë Brand Story

El l i-Rose / エリーローズ

お肌を常にベストコンディションに保たなければいけないモデルという職業でありながら、 すぐにヒリヒリ荒れてしまうセンシティブ
混合肌。 若い頃は肌トラブルが絶えず、 鏡に映る自分が好きになれない。 肌をほめられたことも一度もありませんでした。 加えて
極度の肌音痴。 食事、 皮膚科、 高額なピーリングなど、 何を試してもうまくいかず、 自己肯定感をキープするのが大変でした。

転機は30歳の頃。 美容本に夢中になり、 あらゆる美容メソッドを試す中で、 今までの私は良いとされるものをやみくもに使って
いただけで、 実はきちんと自分の肌に向き合っていなかったことに気づかされました。 優しく愛情をかけてケアするうちに、 肌の
状態は少しずつ、 でも確実に改善。 努力をすれば結果につながるスキンケアの世界にどんどんのめり込んでいきました。 35歳
になった今の肌が、 人生で一番キレイです。 それが本当に嬉しくて。

ようやく見つけた納得のいくスキンケアメソッドと、 自信の持てる肌でいられる心地よさを、 肌トラブルに悩むすべての人たちに
シェアしたい。 笑顔を増やしたい。 そんな想いから、 ゆっくりと時間をかけて「Otonë」をスタートさせました。

敏感肌に悩み、 「元から肌がキレイな人」に憧れ続けた20代

バリア機能を整えて、 肌のコンディションをおだやかな状態へと導くこと。 改善力のある肌へと成長させること。 それが
「Otonë」のフィロソフィーです。 長年、 敏感肌に悩まされ続けた私が、 ようやくたどり着いたスキンケアの理想形です。

それは、 肌をリペアするのではなく、 肌と自分をゆっくりと調和させていく感覚。 “誰かの美肌”を目指すより、“自分らしい肌”と
心地よく暮らすことの方がずっと健康的で幸せなことだと信じています。 「Otonë」のローンチシリーズである３つのプロダクトは、
バリア機能の向上に着目し、 敏感肌の方でも安心して使えるラインナップになっています。

すこやかな状態をキープして、 「自分らしい肌」に出会う

DJでもある私は、 音に身をゆだねている時間が大好き。 それは、 「Otonë」が何よりも大事にしている“気持ちいい”という感覚と共通
しています。 心が喜びに満ちた状態はプラスのエネルギーを生み、 肌にもポジティブに作用することを身をもって実感しているから。

スキンケアは単なるルーティーンではなく、 自分自身を磨く儀式(リチュアル)です。 スローな気持ちを取り戻し、 自分をいたわる
大切な時間に、 さらなる“気持ちいい”を運ぶ存在でありたいと「Otonë」は考えています。 心がふわりとほころぶような、 思わず
深呼吸したくなるような香りとテクスチャーを追求したのは、 そんな私の想いから。 インテリアをミニマルに彩る美しいデザイン
もぜひ一緒に楽しんでいただけたらと思っています。

あなたの毎日に、 「Otonë」が柔らかく寄り添える存在となりますように。

「気持ちいい」という感覚を、 もっと毎日に



うるおいに満ちたおだやかな肌へと整える、 オイルインの二層式
ローション。 お手入れの土台を瞬時につくり、 その後のスキンケ
アを効果的にします。 包み込むようにハンドプレスすることで肌
がじゅわっとうるおい、 もっちり感もUP。 甘く清涼感のある香り
で、 季節や肌質を問わず気持ちよくお使いいただけます。

Otonë Skincare

「ダブル エッセンス ローション」は、 肌の角層にあってバリア機能を発揮するラメラ構造
に着目しました。 水分層と油分層がミルフィール状に組織されたラメラ構造は、 洗顔直
後は組織が崩れた状態。 そこに水分だけを与えてしまうと、 水分が一気に蒸発し、 乾燥
過多となる恐れがあります。 水分と油分のバランスが適切な二層式ローションなら、 ラメ
ラ構造が素早く安定し、 バリア機能も維持。 肌自らがうるおう力をサポートします。

油分と水分のバランスを整え、 バリア機能を安定させる。

水分を抱え込んで逃さず、 「保水の王様」とも呼ばれるセラミドを配合。 肌の水分量が高
まることでキメも整い、 明るく透明感のある印象へとつながります。 また、 肌づくりの
ベースとなるアミノ酸15種類を、 生物の構成成分を配慮してブレンド。 抗酸化機能が期
待できるプラチナも配合。 肌をたっぷりのうるおいで満たしながら、 揺らぎのない、 肌本
来が持つすこやかなコンディションへと育みます。

十分なうるおいを抱きかかえ、 自立した肌へ。

ダブル エッセンス ローション (化粧水)
120mL／¥4,800 (tax in)

香り…ジャスミン、 ベルガモット

DOUBLE ESSENCE LOTION

［使用方法］

使用前に必ず振って水分と油分を混ぜ合わせ、 両手にしっかりなじませてから、 けっしてこすらず、 
肌を包み込むようにハンドプレス。 乾燥が特に気になる場合は重ねづけを。 “これ以上、 肌に入らない”
という状態までしっかりと入れ込むことが大切です。

「しっとりおだやかな肌」へと仕立てる
二層式ローション

2022年
7月７日(木)

発売

全成分／水、パルミチン酸エチルヘキシル、メチルパラベン、グリコーゲン、タウリン、リシンHCI、アラニン、
ヒスチジンHCI、アルギニン、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、グリシン、アラン
トイン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパラギン酸Na、チロシン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na、乳
酸球菌培養液、乳糖、セルロースガム、炭酸水素Na、白金、銀、マルトデキストリン、ウンカリアトメントサエキ
ス、加水分解アナツバメ巣エキス、フェノキシエタノール、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、フィトス
フィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、キサンタンガム、アロエベラ葉エキ
ス、BG、プロピルパラベン、イソステアロイル加水分解コラーゲン、イソステアリン酸、ヨーロッパキイチゴ種
子油、オプンチアフィクスインジカ種子油、トコフェロール、ベルガモット果皮油、香料



さらっとした質感で吸いこむように肌になじみ、 ふっくら柔ら
かい肌へと仕上げるオイル。 肌と親和性の高い成分を使用し、 
ローションに負けない保湿力を持ちながら、 うるおいの保護
膜もつくるという、 Wの保湿機能が持ち味です。 幸福感に満ち
たハリのあるツヤやかな肌を呼び覚まします。

全成分／オリーブ果実油、スクワラン、ホホバ種子油、ベルガモット果皮油、ジャスミン油、アボカド油、マカ
デミアナッツ油、ヒマワリ種子油、ツバキ種子油、スクレロカリアビレア種子油、アサイヤシ果実油、ヒポファ
エラムノイデス果実油、メドウフォーム油、アルガニアスピノサ核油、イソステアロイル加水分解コラーゲン、
セラミドNG、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ラノリン脂肪酸、イソステアリン酸、コレステロール、ラ
ウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、イソステアリルアルコール、香料

Otonë Skincare

カロテノイドやビタミン、 ミネラル、 リノレン酸といった200種類もの栄養素を含有する
と話題のシーバックソーンオイルに、 肌を柔らかくし、 強力な抗酸化作用も期待できるア
サイーオイルなど。 貴重なオイル12種を贅沢に使用し、 プラスαの美肌効果をもたらす
のが「リチュアル オイル セラム」の特徴です。 栄養素は単体よりも組み合わせて摂る方
が効果があるという考え方を、 肌にも採用しました。

大人の肌に必要な12種類のオイルを厳選配合。

保水力の高いセラミドを配合することで、 オイルでありながらみずみずしい仕上がりに。 
優しくなめらかな使用感で、 敏感に傾いた肌でも安心してお使いいただけます。 なじみ
がよく、 べタつき感がないから、 朝晩の使用はもちろん、 肌が乾いたと感じる日中の保
湿にも有効。 髪の毛にも使えます。 バリア機能を促す成分や、 コラーゲンに作用する成
分も配合した、 ハイブリッドな機能性オイルです。

高い保湿効果で、みずみずしく肌を守る。

リチュアル オイル セラム (美容液)
45mL／¥6,600 (tax in)

香り…ジャスミン、 ベルガモット

RITUAL OIL SERUM

［使用方法］

1～２プッシュを手のひらに。 両手をすり合わせて体温でオイルを少し温めることで、 肌へのなじみを
高めてから使用します。 肌にのせる時は、 手のひら全体で包み込むように優しくハンドプレス。 
細かい部分は指先で押さえてなじませてください。

　保湿効果に、 美容成分もたっぷり。
オイルを超えたオイル美容液

2022年
7月７日(木)

発売



肌に取り込んだ水分や油分の蒸発を防ぎ、 肌へと定着させる
“膜”の役割を果たすクリーム。 肌にすっと溶け込み、 こっくりう
るおしながらもベタつきを感じさせない使用感にこだわりまし
た。 ふわりと軽いテクスチャーで大人の肌を優しく包み込む、 
まさにジェントルなクリームです。

Otonë Skincare

うるおいを抱きかかえながら肌のバリア機能を整える「ダブル エッセンス ローション」を
ベースに、 水分をおびき寄せるリピジュア、 ヒアルロン酸も加え、 セラミドがその水分の
定着を確実なものに。 表皮の上にとどまる加水分解コラーゲンが、 うるおいをしっかり
保護します。 なめらかで明るく、 イキイキとした肌へと導く「ジェントル クリーム」は、 心
を落ち着かせる香りにもフィーチャー。 スキンケアを心地よく締めくくります。

肌とうるおいを一体化させ、明るさとなめらかさを。

紫外線や大気汚染など、 現代の肌をとりまく環境は厳しくなる一方。 安全性の高いスキ
ンケアで肌を守ることが必要不可欠です。 「Otonë」では、 スキンケア＝すこやかなバリ
ア機能の保持というフィロソフィーを仕上げであるクリームでも繰り返し、 外的ストレス
の影響を受けにくい強い肌へと育んでいきます。 また、 紫外線ダメージ防御効果を高め
るとされるイチョウ葉エキスも配合しました。

すこやかな角層をキープし、外的刺激を寄せつけない。

ジェントルクリーム (クリーム)
50mL／¥6,800 (tax in)

香り…ジャスミン、 ベルガモット

GENTLE CREAM

［使用方法］

パール大を指にとり、 顔全体にちょんちょんとのせてから、 手のひら全体でじっくりとなじませてくだ
さい。 けっしてこすらず、 きっちりとフタをするように。 お肌をしっかりとガードするために、 朝使うク
リームの量は夜の1.5倍を目安に。

外的刺激から大切な肌を守り
うるおいも閉じ込めるクリーム

2022年
7月７日(木)

発売

全成分／水、BG、ホホバ種子油、グリセリン、エチルヘキサン酸セチル、水添ナタネ油アルコール、ポリアクリ
ルアミド、（C13，14）イソパラフィン、グリコーゲン、グリチルリチン酸2K、タウリン、リシンHCI、アラニン、ヒ
スチジンHCI、アルギニン、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、グリシン、アラント
イン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパラギン酸Na、チロシン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na、セラ
ミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カル
ボマー、キサンタンガム、ラウレス－7、スクワラン、ジメチコン、ヨーロッパキイチゴ種子油、乳酸球菌培養
液、乳糖、セルロースガム、炭酸水素Na、白金、銀、マルトデキストリン、ウンカリアトメントサエキス、加水分
解アナツバメ巣エキス、フェノキシエタノール、アロエベラ葉エキス、イチョウ葉エキス、ヒアルロン酸Na、加
水分解コラーゲン、ポリクオタニウム-51、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、シアノコバラミン、カラメル、
ベルガモット果皮油、香料、トコフェロール、プロピルパラベン、メチルパラベン



Information

CONTACT

人や環境、 そして地球への優しさを優先させるため、 ボトル
には再生可能なガラス瓶を採用し、 紙箱と梱包箱は環境に
配慮したグリーンプリンティング(ＧＰ)認定の資材と工場で
製造されています。
また、 環境への負荷を最小限に抑えるため、 商品説明書は
同封せず、 パンフレット、 メッセージカード、 ギフトサービス
のご用意もありません。 使用方法を知りたい場合は、 オフィ
シャルサイトを見ていただけたらと思っています。 今後は、 よ
りCO2削減効果の高い素材への変換や使用済み容器回収
にも取り組んでいきます。

SUSTAINABILITYへの取り組み

掲載･お貸し出しについてのお問い合わせ

株式会社 Otone
(担当：神田)

MAIL press@otone-official.com
TEL 03-4400-8104

一般のお客様からのお問い合わせ

株式会社 Otone

MAIL info@otone-official.com
HP https://otone-official.com

会社概要

会社名 株式会社Otone
創業 2021年（令和３年）
URL https://otone-official.com
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