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トドマツとカラマツから採れた樹脂*¹を天然のセット成分として配合。植物由来成分のみを
使用しながら、従来のナチュラル系スタイリング剤にはないセット力を実現しました。ソフ
トタイプのヘアクリームは、潤い感を出しながら程よくまとまり、ハードタイプのヘアワッ
クスは、マットな質感でしっかりホールドしてくれます。また、北海道の初夏、6月はじめの
1週間ほどの間しか採取できないトドマツ新芽*²のエキスなど、森の植物成分も配合。新緑の
季節、1年で一番森がみずみずしく活気づく瞬間の恵みです。

植物由来成分のみ使用で確かなセット力とホールド感！
北海道発、森のライフスタイルブランド『NALUQ（ナルーク）』から

ナチュラルなヘアスタイリングアイテムが新登場！
伸びの良いテクスチャでしっとりまとまる「ヘアクリーム」とマットなバームタイプの「ヘアワックス」、

オイルとローションが２層になった「オイルインヘアミスト」も限定記念発売

《本リリースに関するお問い合わせ》
取材依頼、画像貸し出し、ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
PR担当：株式会社Casokdo 五十嵐 洋
住 所 ：〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目6番4号
E-mail ： igarashi@a-ms2.com TEL :03-5436-7636 携帯 :090-1761-1417 FA X :03-5436-7637

株式会社フプの森（本社：北海道上川郡下川町、代表：田邊真理恵）の森のライフスタイルブランド
『NALUQ（ナルーク）』から、天然トドマツ樹脂配合のナチュラルヘアスタイリングアイテムが新
登場。天然素材のセット力を活かしたヘアワックスとヘアクリーム、さらに限定記念発売のオイルイ
ンヘアミストも加え、3 種のアイテムを新発売いたします。

◆森の日常、動物たちがそれぞれ迎える朝をテーマにした香り

◆北海道の森で採れた天然のセット成分*¹配合

* ¹  トドマツ樹脂、カラマツ樹脂 * ²  トドマツ芽エキス

NALUQが生まれた森では、秋ごろ晴れた日の朝に美しい雲海
が見られます。雲海を見下ろす山の上はすっきりと晴れてい
る一方で、雲海の中は幻想的な霧に包まれた世界。どちらも
森に囲まれたこの町で見られる日常です。ナルークヘアク
リーム、ヘアワックスでは、それぞれの朝を迎える動物たち
をテーマにした、2つの香りを楽しめます。
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伸びの良いテクスチャでしっとりまとまり、ストレート・
ウェーブどちらも程よくスタイリングをキープします。ス
タイリングの仕上げに、全体または毛先に伸ばすことで、
自然なまとまりを作ることができます。ダウンスタイルの
広がり防止にもおすすめです。

[香り]
雲海が広がるその下で、朝靄に包まれて草をはむエゾシカたち。
ゆったり流れる幻想的な空気感を表現した、柔らかく甘さのある
香り。

[森林由来原料（自社原料）]
トドマツ樹脂、カラマツ樹脂、トドマツ精油、トドマツ新芽エキス、
トドマツウォーター

容量：55g 価格：2,310 円（税込）
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マットなバームタイプで、髪をしっかりホールドしてスタ
イリングを保ちます。まとめ髪の後れ毛直しや、クシュ
感・エアリー感といったニュアンスを出したい時に。全体
または毛先になじませ、束感を作ったり、タイトに抑えた
り、スタイリングをキープしたいときにおすすめです。
[香り]
雲海を見下ろす山の上、すっきりと澄み渡った空気の中を闊歩するエゾ
ヒグマ。キリッとした朝と陽の光を表現したフレッシュ系の香り。

[森林由来原料（自社原料）]
カラマツ樹脂、トドマツ樹脂、トドマツ精油、トドマツウォー
ター、トドマツ新芽エキス

内容量：30g 価格：2,750円（税込）

森から採れたシラカバ、アカエゾマツのアロマウォーターが髪を
潤し、北海道産植物油など贅沢に配合した6種のオイルがドライ
ヤーの熱から髪を保護。指通りよくしっとりなめらかに保ちます。
また、スタイリングする前のベース作りに、乾いた髪にスプレー
することで寝癖を直し、広がりを抑えてくれるので、まとまりよ
く仕上がります。お肌にも嬉しい成分がたっぷり含まれており、
ヘアケアだけでなく全身のオイルインローションとしてもおすす
めです。

[香り]
朝焼けや夕焼けの中でひときわ明るく輝く金星。そんな星の姿を樹
上から眺めるエゾフクロウをイメージした、ほのかなオレンジ色と
しっとり落ち着いた森の香り。

【森林由来原料（自社原料】
アカエゾマツウォーター、シラカバウォーター、トドマツ精油、エ
ゾヨモギエキス、トドマツ新芽エキス

内容量：50ml 価格：1,650（税込）

ナルークヘアクリーム

ナルークヘアワックス

ナルークオイル イン ヘアミスト（数量なくなり次第終了の限定品です）
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ヘアクリームを髪の表面中心に手ぐしで伸ばし、全体的なスタイリング
をした後に、ワックスで前髪や毛先など、動きを付けたい部分を仕上げ
ます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あわせ使いもおススメです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オイルインヘアミストで髪を潤し、まとまりを持たせた後に、ドライヤー
などでスタイリング。仕上げにヘアクリームをなじませて、ナチュラルな
セット力でスタイルをキープ。

◆各商品のおススメの使い方

・軽いセット力で保湿効果だけでなく、スタイリング剤としてお使いいただけます。
・ウェーブをはっきりさせたいとき、全体になじませるとウェットすぎない自然な動き
をキープできます。

・スタイリングの最後の仕上げに髪全体の表面になじませるとくせ毛や切れ毛など、細か
く浮いてくる毛を抑えてくれるので、髪形を選ばずにきちんとした印象に仕上がります。

・まとめ髪の後れ毛に指先でつけて自然な束感を出すと、ナチュラルで「こなれ感」ある
雰囲気に。

・ショートヘアは、髪全体にのばしてから毛流れを作ると、固めすぎず軽くキープできます。

・ふんわりとしたボリュームやウェーブをはっきり出したいときに、手のひらに伸ばした
ワックスを少しずつ髪全体にもみ込んで空気を含ませます

・束感やクシュ感、くせ毛風などニュアンスを加えたい時には、指先または手のひら全体に
伸ばしたワックスをもみ込みながら形をつくります。

・前髪などをタイトに抑えたい時に、ポイント使いにもぴったりです。
・まとめ髪などのアレンジ前に髪全体につけてから仕上げると、崩れにくくキープ。また、
後れ毛やピンピン立ち上がってしまう短い髪などを抑えることができす。

・洗髪後の濡れた髪にスプレーしてからドライヤーで乾かすと、指通りよく仕上がりがしっ
とりまとまります。翌朝の寝癖防止にも。

・軽くまとまりを持たせたいときは髪の内側だけに、しっかりボリュームを抑えたいときは、
髪の外側にもスプレーしてください。

・ワックスやクリームでスタイリングする前に乾いた状態の髪にスプレーすると、まとまり
のある仕上がりに。寝癖直し、雨の日の広がり防止にも。
（重たく感じる場合は、先に水などで髪を濡らしてからスプレーしてください）

・ヘアケアだけでなく、ボディローション、フェイスローションとしてもお使いいただけます。
※よく振って、オイル層と水層を混ぜてからスプレーしてください。

ナルークヘアクリーム

ナルークヘアワックス

ナルークオイル イン ヘアミスト（数量なくなり次第終了の限定品です）
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せわしなく過ごしてしまいがちな毎日の中で、少しだけ肩の力を抜いて、森を想い、
香りをまとう。森で過ごす時間のように、優しく、ゆったりとしたひとときを届け
る「NALUQ（ナルーク）」は、小さな町の森づくりから生まれたブランドです。

《特長》
■北海道モミをベースとした森の香り

NALUQは、自社で蒸留して作る「北海道モミエッセンシャルオイル」をベースとしたオリジナルの香りを
お楽しみいただけます。それぞれ北海道の森の印象的な情景を香りで表現しています。

◇Spring ephemeral（スプリングエフェメラル）別名：森の妖精
雪解け後に次々と花が咲く、春の森の香り

◇Lichen（ライケン）
清涼で霧がかった、美しく幻想的な森の香り

■北海道産・オーガニックなどの原料を厳選
森から採れた植物を自社で蒸留して作った、北海道モミ、アカエゾマツ、シラカバ、エゾヨモギ、のエッセン
シャルオイルやエキスなどを配合。そのほかの原料も、石油系界面活性剤や合成防腐剤、合成香料などは使用
せず、できるだけ北海道産や国産で、無農薬・有機もしくは野生の、作り手が見える素材を厳選するなど、心
も体も健やかに森を感じていただくことを大切にしています。

ラインナップ ：ハンドクリーム、リップバーム、ボディオイル、ソープ、リネンウォーター、エッセンシャルオイル、
キャンドル、アロマピロー、フィールドボディーコート、ビアードオイル 他

北海道の森から生まれたアロマとコスメ
森に包まれて過ごす、ゆったりと上質なひとときを。

【NALUQについて】
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森のある暮らしを提案する株式会社フプの森が届ける
「北海道モミエッセンシャルオイル」

－ 私たちのこだわり －

北海道の素材であること

高品質を追求すること

森とくらすライフスタイルを伝えること

FSC認証番号：SGSHK-COC-004982
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マイナス３０℃の真っ白な世界
北海道モミの正式な名称は、マツ科モミ属トドマツ。北はサハリン、日本では北海道に
しか自生しない、北方系の樹木で、モミの木の仲間です。モミの木を表す学名「Abies
（アビエス）」は、「永遠の命」という意味を持ち、海外では古くから、そのエッセン
シャルオイルを呼吸器系のケアや、風邪の予防など、民間療法としても用いてきたと言
います。ここ北海道に生きるトドマツは、マイナス30℃にもなる厳しくも美しい真っ白
な森で緑の葉を茂らせ、私たちに生命力いっぱいの香りを与えてくれます。

「NALUQ（ナルーク）」を展開する『フプの森』は、未利用森林資源活用、地域産業活性化を目的として、
2000年に下川町森林組合で始まったトドマツ精油事業に端を発し、2012年に「株式会社フプの森」となりまし
た。フプの森のフプとはアイヌ語でトドマツのこと。北海道がまだ北海道と呼ばれる前からトドマツは森にあり、
アイヌの人々は自然とともにありました。その頃の森と人に敬意を表し、「森を手入れし、その一部を使わせて
もらう。そんな森とともにある暮らしが誰でもできるように」という思いでものづくりをしています。「北海道
の素材であること」、「高品質を追求すること」、「森とくらすライフスタイルを伝えること」、 この三つのこ
だわりは創業時からの 思いでもあり、ブランド「NALUQ」にも引き継がれています。

FSC®認証と SDGs
下川町の森は、責任ある森林管理が行われていることの証、FSC®森林認証を取
得しています。FSC認証は、数ある森林認証の中でも最も高い水準で審査され
ている国際的な認証です。私たちフプの森もまた、FSC原料を加工流通するた
めの認証を取得しています。こうした森林を中心とする積極的なまちづくりを
行なってきた下川町は、国連が提唱する持続可能な世界を実現するための17の
ゴール、SDGsを推進する都市として、2017年に第１回ジャパンSDGsアワード
の内閣総理大臣賞を受賞しました。

森づくりから生まれた香り
植えて、育てて、伐って、また植える、そんな循環する林業に取り組んできた下川町。
森林資源を無駄なく活用する、という考えのもと、伐った木の枝葉を原料にエッセン
シャルオイル作りが始まりました。オイルを作る蒸留作業は、原料となる木が伐られ
た時にしか行いません。森づくりとともにあり、森の生命力を私たちの暮らしにつな
ぐ香りです。

小さな蒸留所に込めた香りへのこだわり
原料となる枝葉は、なるべく新鮮なうちに運び、蒸留します。上質なグリーンノート
が際立つ葉の部分を中心に採取するため、森の中、手作業でトドマツの細枝と葉のみ
を丁寧にカット。大量生産にはない、小さな蒸留所ならではの細やかさで、より軽や
かで透明感ある香りを実現させています。
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