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THE ALCHEMISTS
錬金術士

By dipping into bountiful botanicals
that bestow dewy glows and promises
of eternal youth, two Hawai‘i skincare
lines are creating treasured cosmetics.
植物の効能を最大限に引き出し、艶やかで若々しい肌へと導くハワイの極上スキンケアブランド

At all-natural and local

Ancient Egyptians celebrated beauty as a pleasure,

beauty companies like

a responsibility, and a direct link to the divine. As

JK7 and Pure Mana,

the world’s original skincare enthusiasts, they

laboratory, science

were well-versed in harnessing nature’s healing

and the dreaminess of

properties: pressing sumptuous oils from olives and

alchemy converge.

almonds to keep skin supple or extracting essences
from rose, lotus, and myrrh to elevate the spirit. Five
thousand years later, the power of plant-based
botanicals endures. In Hawai‘i, two companies tap
into nature’s bounty.

上：JK7や ピュア・マナのような

古代エジプト人は喜び、責任、神との繋がりとして
「美」
を崇めた。世界

ハワイの天然化粧品メーカーで

で最も古くからスキンケアにこだわっていた彼らは、
オリーブやアーモ

は、研究、科学、
そして錬金術の

ンドを絞って皮膚を保湿するオイルを作ったり、
バラや蓮、没薬などか

夢が一つになる。

ら精神力を高めるエッセンスを抽出するといった自然に秘められた癒
しの効果を引き出す方法を熟知していた。
それから5千年以上たった今
も、植物由来の成分が持つ豊かな力は変わっていない。
ここで自然の恵
みを活かしたスキンケア製品を提供しているハワイの天然化粧品ブラ
ンド２社を紹介する。

“We like to say our products are from our soil to your soul,”
says Pure Mana founder Kollette Stith.
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「『私たちの大地からあなたの心へ』
が私たちの製品のコンセプトです」
とプア・マナ創設者のコレット・スティスさん。
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turning botanicals to gold

植物を金に変える

Jurgen Klein’s laboratory is an exercise in eclectic,

オアフ島ノースショアにある丘の中腹の広大な敷地に、
ユルゲン・クラ

scientific delight. Housed in a vintage carriage
house on his hillside estate on O‘ahu’s North Shore,

インさんの邸宅は建っている。
その豪華なエステートの一角にあり、薬

the working space channels apothecary, fairytale

局と本格的な化学実験室を兼ね合わせたおとぎ話に出てくるコテージ

cottage, and proper chemistry lab all at once. Atop

のような趣のある研究室では、科学に基づいた様々な実験が日々行わ

sleek countertops, beakers and flasks find tidy place
among burettes and burners, scales and stills. An
array of laboratory equipment lines exterior shelves

れている。
カウンターの上には、
ビュレットやバーナー、秤や蒸留器に混
ざって、沢山のビーカーとフラスコが並ぶ。壁を一周する棚の上には様

while an imposing steel apparatus holds court in a

々な実験器具が所狭しと置かれ、部屋の隅には巨大な鉄製の実験装

far corner.

置が構えている。

Across the room, a softer side of science
emerges. Orderly rows of glass jars reveal botanical
curiosities of all kinds: dried yarrow flower and

部屋の向こう側では、様々な種類の植物を使った実験が行われてい
る。干したノコギリソウやクローバーの花、粉末状の甘松の根やイラク

clover blossoms, powdered spikenard root and nettle

サの葉などが入ったガラスの瓶が整然と並び、
その近くの棚には淡い蜂

leaf. On a nearby shelf, vials with hues ranging from

蜜色や深い琥珀色をした金の液体のエッセンシャルオイルの入ったい

pale honey to deep amber glow with the liquid gold
of essential oils. Each distillate is cataloged in neat
shorthand and prepped for possible inclusion in JK7,
one of the most exclusive —and expensive—luxury
skincare lines in the world.
Growing up in Germany, Klein was enthralled
by nature, often exploring the forests near his home.

くつもの小瓶が置かれている。蒸留液には簡略化された識別ラベルが
それぞれ貼られ、
「JK7」
の成分に適しているかテストされる。JK7は世
界で最もエクスクルシブで高価な高級スキンケアラインの1つである。
ドイツ出身のクラインさんは、森の近くに住んでいたこともあり、幼い
ことから森の中を探検し、
自然に触れて育った。彼が自然療法を初めて

It was through his grandparents that young Klein

学んだのは祖父母からであった。
「私は幼い頃から、祖母が庭で採れた

discovered the medicinal power of plants. “I used

野菜やハーブを使って民間療法の薬を作るのを手伝っていました。私

to help my grandmother process veggies from our

の祖父は馬が負った大きな傷や骨折をヒレハリソウやキンセンカで治し

gardens and herbs for folk medicine,” Klein recalls.
“My grandfather could heal large wounds and broken

ていました」
という。
クラインさんは化学者であるが、化学的な手段を用

bones on horses with comfrey and calendula.”

いて様々な物質をより完璧なものに精錬しようと試みる錬金術師でも

Though a chemist by profession, Klein remains an

ある。
「現代医学と化学の基礎を築いたパラケルススやヤン・バプティス

alchemist at heart. “No chemist would exist today
without the curiosity and endless trials and errors of
alchemists working and discovering nature,” Klein
says, citing the works of scholars such as Paracelsus,
Jan Baptist van Helmont, and Avicenna who laid
groundwork for modern medicine and chemistry.
In creating JK7, Klein has again embraced a
botanical challenge: developing an organic skincare

タ・ファン・ヘルモント、
アヴィセンナといった学者による功績をはじめ、
歴代の錬金術師による自然への探求心と数え切れない試みと失敗なし
では、現在の化学者は存在しません」
と彼は力説する。
錬金術や生物科学に基づき、科学的にも証明された効能の高いハー
ブをベースにしたこれまでになく贅沢な自然化粧品のJK7を開発する
ため、
クラインさんは再び植物への挑戦に取り組んだ。数十年前に 高

line that maximizes a plant’s life force. Having

品質のオーガニックスキンケア製品「ジュリーク」
を開発し、
自然療法分

founded the successful organic skincare line Jurlique

野のパイオニアとして成功させた経験を持つクラインさんは、
そのよう

decades earlier, Klein is no stranger to the meticulous,
laborious process required. His dedication to quality

な製品の開発は、気の遠くなるほど几帳面で手間のかかるプロセスで

in research, ingredients, and sourcing practices

あることを誰より理解していた。研究、原料、調達における品質管理に

remains paramount. Drawing upon his chemistry

徹底してこだわるクラインさんは、化学的専門知識に基づき、植物の持

expertise, Klein scrutinizes a plant’s bioavailability

つバイオアベイラビリティー（生物学的利用能）
や、
その成分が他の植

and the ways its derivative interacts with those of
other plants. He experiments with these results until
a refined, potent product emerges.

物の成分とどのように相互作用するかを精査する。
こうして出来上がっ
た成分の実験を何度も繰り返すことで完成度を高め、有効とみなされ

Essential oils and extracts are vital components to the

エッセンシャルオイルや植物由来の抽出物は、
ハレクラニスパで使用

rejuvenating products found at HalekulaniSpa.

されているスキンケア製品に欠かせない重要な原料である。

たものを製品化していく。
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Creators of Pure Mana,
Sue Mandini and Kollette
Stith, are involved with
every level of production,
from farm to the
customer’s hands.

ピュア・マナを手がけるスー・マ
ンディーニさんとコレット・ステ
ィスさんは、農場での栽培から
商品が顧客の手に渡るまで、
全工程に携わっている。

Today, Klein, with the help of his wife, Karin,

現在、
クラインさんは妻のカリンさんの助けを借りて、21種類の製

has curated a collection of 21 products. Capturing

品からなるスキンケアコレクションをプロデュースしている。
自然の力

nature’s power in a bottle is expensive, and
potency does come with a price. The signature JK7

をボトルに閉じ込めるため、多大な労力と時間を費やして開発された

Rejuvenating Serum Lotion, a cult favorite among

製品は、高い効能と価格にも反映されている。最高級化粧品を嗜好す

those with tastes for luxury beauty, is priced at

る女性たちの間で絶大な支持を得ているシグネチャー製品、
「JK7リジ

$1,800 for a 30-milliliter bottle.

ュビネーティング・セーラム・ローション(30ml)」
の価格は一本1,800

It’s not uncommon to find Jurgen tinkering
away late into the night when he and Karin are at

ドルである。

their North Shore estate. That’s what alchemists do.

ノースショアのエステートではユルゲンさんとカリンさんの二人が夜

Recently, he received a call about his natural skincare

遅くまで研究を続けていることは珍しくない。
それが錬金術師というも

from an Australian colleague. “Jurgen, you have not
made gold from crude metals,” he recalls the modern
alchemist telling him. “But you have made gold from
water and natural oils.”

Discover our elegantly packaged premium shortbread cookies.
Indulge in Aloha with island-inspired flavors like Pineapple, Mango, Kona Coffee, and much more!

のだ。JK7のスキンケアについて知った同じく錬金術師のオーストラリ
アの友人からの電話で、
「ユルゲン、君は粗金属から金を作れなかった
けど、水と天然油から金を作ることに成功したね」
と言われたとユルゲ
ンさんは話す。
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the promise of the land

大地の恵み

An experience is a collection of a thousand details.

無数のディテールが作り上げるもの。
ハワイのラグジュアリースキンケ

For Sue Mandini and Kollette Stith, creators of
luxury skincare line Pure Mana, it’s about the

ト・スティスさんは、一つ一つのディテールに込められた思いを大切に

intention behind these details.
“We are involved at every level of production,
from farming and harvesting to processing and
packaging,” Stith explains. At her farm, Mahina
Mele Farm, the bounty of its macadamia orchards

している。
「私たちは栽培から収穫、加工、包装まで、
すべての生産工程に携わ
っています」
とスティスさんは説明する。
彼女の所有するマカダミア農園

is transformed into the primary base of Pure

「マヒナ・メレ・ファーム」
で収穫されるナッツが、
ピュア・マナ製品のベ

Mana’s elixirs. During twice-yearly macadamia

ースに欠かせない原料となっているのだ。年2回のマカダミアナッツの

nut harvests, the two women can be found under
the orchard’s leafy canopy, combing the ground

収穫期には、2人は緑の葉に覆われた木の下に落ちた黄褐色で丸いマ

for tawny, spherical nuts. Once sorted, the nuts are

カダミアナッツを拾う。実の選別が終わると殻をむき、割って中身を取

painstakingly husked, cracked, dehydrated, and

り出して乾燥させ、圧搾してオイルを取り出す。
ここまで全ての工程が手

pressed for oil—all by hand. The farm, nestled in the
tropical uplands of Kealakekua on Hawai‘i Island, is
the only certified organic macadamia nut farm in the

作業である。
ハワイ島ケアラケクアの熱帯高地にあるこの農場は、米国
で唯一オーガニック認定されているマカダミアナッツ農園だ。
「私たちの製品のコンセプトは、
『私たちの大地からあなたの心へ

United States.
“We like to say our products are from our
soil to your soul,” Stith says. Macadamia nut oil is
recently in vogue in the cosmetics industry due
to its significant amount of squalene, an organic

(From our soil to your soul)』
です 」
とスティスさん。
マカデミアナ
ッツオイルは、皮膚を保護して栄養を与える有機化合物の美容成分で
あるスクワランを豊富に含むため、化粧品業界で最近注目を集めてい

compound that protects and nourishes the skin.

る。
スクワランには植物性と動物性の両方があり、化粧品の保湿剤とし

Found in both plants and animals, it is used as a

て使用されている。

moisturizing base in cosmetics.
“Strangers would ask what we were using,”

マンディーニさんとスティスさんが、毎日の肌の手入れに自宅で搾っ

Mandini recalls of the early days when she and

たオイルを使い始めた頃のことだ。
「初めて会う人たちから、肌に何を使

Stith began using home-pressed oil as part of their

っているの？と聞かれるようになったんです。友人たちも私たちの肌の

daily beauty regimes. “Our friends noticed our
‘glow.’” As the compliments continued, the pair
realized that the shared interests that had shaped

輝きに気づきました」
とマンディーニさん。
しばらく同じようなことが続
き、子育てや家事、
ハワイでの環境に配慮したサステイナブルなライフ

homesteading,

スタイルといった価値観を共有する二人は、共通の夢であったビジネス

sustainable island living—could also support the

を立ち上げることにした。
こうして生まれたのが、
ハワイ産の高級オーガ

their

friendship—motherhood,

creation of a dream business: an organic, Hawai‘ibased luxury skincare line.
Pooling their skills, time, and talents, Mandini
and Stith debuted Pure Mana in 2015 as a respite
from synthetic, mass-made cosmetics. Instead
of artificial binders, emulsifiers, and colors, the
collection takes inspiration—and ingredients—
directly from nature.
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アブランド、
「ピュア・マナ」
を手がけるスー・マンディーニさんとコレッ

ニックスキンケアライン
「ピュア・マナ」
だ。
マンディーニさんとスティスさんは、
これまでに培ったスキルと才能
を発揮し、多くの時間を費やして2015年、
大量生産された合成化粧品
ではない
「ピュア・マナ」
をデビューさせた。人工的な結合剤や乳化剤、
色素は一切使用しない製品ラインナップは、
自然から直接インスピレー
ションと原料を得ているという。

Halekulani Living

Botanicals function as anti-aging, brightening, luminizing, and

植物由来成分は、
アンチエイジングや美白、
角質ケアやクレンジングに

cleansing agents. They eschew artificial ingredients, opting

効果がある。彼らは人工的な成分を使用せず、
オーガニックな原料を

instead for organics.

使用している。
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Pure Mana uses oil extracted
from nuts harvested from
the only certified organic
macadamia nuts farm in the
United States.

ピュア・マナは、米国で唯一
オーガニック認定されている
マカダミアナッツ農園のナッツ
から採れるオイルを原料に
使用している 。

Today, the recursive beauty of a mandala is

コレクションの上品な包装には、美しい曼荼羅模様がデザインされ、容

found on the collection’s elegant packaging. Specialty

器にはオイルの生命力を保つために特殊なバイオレットフレームと呼ば

violet-flame glass bottles preserve the vitality of the
oils. Inside the Soul Serum, ethereal notes of tuberose
and Hawaiian sandalwood surround a single, delicate

浄化作用とエネルギーを高めるクリスタルの効能を含み、
月下香とハワ

crystal. Such details are among the multitude that

イアンサンダルウッドの優美な香りが特徴のセーラムだ。
ピュア・マナの

go into creating Pure Mana products. For the two
friends, each facet is part of a lovely process.
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れるガラス製のボトルが使用されている。
「ソウル・セーラム」
は、優れた

製品に込められた多くの手間やディテール、
その全てが2人にとっては
愛しいプロセスなのだという。
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