オーディーエス株式会社
2021 年 1 月 27 日

報 道 資 料
～各機関の認証を取得～

キッズ向けオーガニックスキンケアコスメブランド「My Earthday」の
国内販売総代理店権を獲得し、本日より販売開始
業務用電子機器事業と通販事業を手掛けるオーディーエス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役
社長：砂長 潔）は、新規事業の一環として、キッズ専門のオーガニックスキンケアコスメブランドであ
る「My Earthday」の国内販売総代理店権を獲得いたしました。本日 1 月 27 日（水）に直販ショップを
オープンし、国内販売を開始いたします。追って、店舗での販売強化にも取り組んでまいります。

【My Earthday とは】
PM2.5、黄砂、大気汚染などは大きな問題であり、その中で育つ
子供たちのスキンケアは以前にも増して大切なものになっていま
す。美容大国である韓国の J&P インターナショナル社(以下 J&P
社)は、未来を担う子供たちのために、本格的なナチュラルオーガ
ニック化粧品を開発し「My Earthday」というキッズ専用のスキ
ンケアブランドを立ち上げました。人に優しく自然にも優しい製
品作りのために、有害物質を排除し、オーガニック先進国で導入
されている認証制度に複数合格しています。各種認証を受け、か
つ子供に特化したスキンケア用品は世界的に見ても少なく、大変
安心してご使用いただけます。
また、J&P 社は子供の未来を内外から支えるために、環境保全活
動なども展開しています。
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【主な特長】
■認証を受けた試験

EWG GREEN ランク原料使用

USDA オーガニック認証取得

ECO CERT 認証有機原料使用

世界からも信用されている EWG と

アメリカ農務省傘下の機関により有

フランスに本部のある、国際有機認

は、アメリカの非営利環境市民団体

機農作物認証認証を受けています。

証機関である ECO CERT は、オー

(Environmental Working Group)

生態系や生物多様性を保護するため

ガニックコスメ認証の 75%の世界

です。化粧品原料の安全性を調査

に、農地や育成法など、認可された

シェアがあり、実質的に世界基準と

し、刺激の少ない無害な成分を

厳格な手法で生産された製品にの

なっています。オーガニックコスメ

GREEN ランクと位置付けていま

み、認証が与えられます。95%以

の認証基準は大変厳しく、原料の土

す。

上の有機原料を使用したものにだけ

づくりから製品の製造工程や容器に

マークの掲載が許可されます。

も渡り、認定後も一年に一度、年次
検査が実施されます。

ダーマテスト EXCELLENT 評価

動物実験・虐待反対

20 種類の有害物質ゼロ

ドイツの皮膚科学研究所であるダー

「クルエルティフリー（Cruelty

本製品の製造メーカーである JPI 社

マテスト社による臨床試験にて、最

Free）
」とは、商品開発から消費者

は、一般的な化粧品で使用される成

高等級であるエクセレント評価を獲

の手に届くまでのすべての過程で、

分のうち 20 品目を有害物質と定

得しています。皮膚に使用される製

動物実験や動物の殺傷を行っていな

め、独自にその成分の使用を禁止に

品の安全性やアレルギー性などに対

いことを意味し、アメリカの動物保

することで、より高い安全性を確保

し、高い信頼性があります。

護団体である PETA の認証マークを

しています。

取得しています。

これらの複数の認証を得ることで、肌に優しいオーガニック製品であることを保証しています。
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■厳選されたオーガニック原料
敏感肌にも優しい低刺激のオーガニック認証を受け
た各種の成分を配合しています。以下は原料の一部
と期待できる効果です。
・USDA オーガニック認証
カホクザンショウ果皮エキス：植物性天然防腐剤
プルサチラコレアナエキス：植物性天然防腐剤
ウスニアバルバタエキス：植物性天然防腐剤
セテアリルアルコール：皮膚保湿剤
セテアリルグルコシド：皮膚保湿剤
・ECO CERT 認証
ローマカミツレ花エキス：肌再生鎮静
ローズマリー葉水：肌鎮静、胆力
ダマスクバラ花水：肌再生、胆力、アンチエイジング
グリセリン：皮膚保湿

【取扱いラインナップ】
■商品一覧 （価格は全て税別です）

画像

製品名
価格
説明

My Earthday
フレッシュシャンプー
300ml

My Earthday
My Earthday
マイルドボディーウォッシュ モイスチャーライジング
300ml
ローション 150ml

My Earthday
3 種企画セット

¥2,500
皮脂の分泌が多い子供に
合った弱酸性シャンプー

¥2,300
敏感肌向け弱酸性ボディソ
ープ

¥2,500
乾燥敏感肌向けの爽やかな
高保湿ローション

¥7,000
シャンプー、ボディソー
プ、ローションのお買い得
セット

My Earthday
ピュアカーミングサンクッ
ション 15g

My Earthday
ピュアカーミングサンクッ
ション リフィル 15g

My Earthday
カーミングソリューション
マスク 5 枚入り

My Earthday
アトカーミングシカミスト
200ml

¥3,200
肌に吸収されないオーガニ
ック日焼け止め
(SPF44PA+++)

¥2,000
肌に吸収されないオーガニ
ック日焼け止め（取替用リ
フィル）

¥2,100
ピュアコットンシートのロ
ーションマスク

¥3,200
赤くなった敏感肌向けの高
濃縮 Cica ケアミスト

My Earthday
ラブピュアティント
3.2ml

My Earthday
バブルフォーミングクレン
ザー 300ml

My Earthday
アルファケア トゥースペ
イスト 60g

My Earthday
ヘミラスハンドクリニック
ジェル 50ml

¥1,800
ほんのり色づき水でも落と
せる唇の保湿ケア

¥2,500
柔らかい泡で低刺激の洗顔
料

¥960
飲み込んでも無害な無フッ
素歯磨き粉

¥780
低刺激で 0 歳から大人まで
水なしで清潔さを維持

画像

製品名
価格
説明

画像

製品名
価格
説明
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【取扱いの背景】
当社ではこだわりの雑貨を取り扱う Web ショップ「O-rich」を展開しています。その商品拡充の中で子供
にも安心なスキンケアコスメを模索していたのですが、
「オーガニック」と一言で言っても日本にはオーガ
ニックに関する認証機関はなく、
「自然派」や「植物由来」を標榜していてもその成分は千差万別であるこ
とが分かってきました。敏感肌の子供や姪を持つショップスタッフたちは知識を深め商品を探していくな
かで、
「My Earthday」という子供のスキンケアに特化した本物のオーガニックブランドに出会い、その品
質とブランドのポリシーに感激し、日本販売の総代理店の権利を獲得するとともに、本ブランドの直販の
Web ショップを開店することにいたしました。
【今後の展開】
■当社直販ショップ「My Earthday」
本日 1/27(水)11:00 に以下の直販ショップ「My Earthday」をオープンいたします。

■プロモーション
国内のプロモーションについては、株式会社トリアー
ジュ様（化粧品の企画・開発・販売および輸出入、ブ
ランディング・PR マーケティングを手がける企業）
と共同で実施し、両社にて「My Earthday」の浸透を
図るべく協力してまいります。

本発表に関するお問合せ先
本件、ニュースリリースページ：https://ods.co.jp/fs/smile/c/ods20210127
（本発表で使用した画像データもございます）
My Earthday 直販ショップ：https://myearthday.tokyo
■報道関係の方
・オーディーエス株式会社
Web マーケティング課 鎌田・福澤
TEL 03-6804-6415 または 03-6804-6024（平日 11：00～16：00）
■My Earthday 販売ご希望の小売店様、業者様
・お問い合わせフォームよりご連絡下さい：https://myearthday.tokyo/contact
■発行元
・オーディーエス株式会社
〒101－0041 東京都千代田区神田須田町 2 丁目 5 番地
当社ホームページ：https://www.ods.co.jp
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