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〇コカムバター、保湿力凄いです。お風呂上がりにかかとや肘、膝にゴリゴリして塗っていま

す。そうすると翌朝ガサガサだった皮膚がとてもしっとり? 見た目もとても可愛くて、握り心地

も良くとりあえず毎日の日課になっています。(3月 22日, L さん) 

 

〇ベタつかず使いやすいコカムバター。今回、初めてコカムバターを使ってみました。手や顔

に使うとキメが細かくなりました。使ってすぐでも、ベタつくことがないので、とても使いやすか

ったです。(1月 20日, Y さん) 

 

〇コカムバターがとても良かったです。しっとりして保湿力十分あります。手と足の裏、踵に使

っています。つけた後はベタベタせず使いやすいです。寒くなって乾燥してきたのでリピしまし

た。(12月 21日, Ｋさん) 

 

〇コカムバター、保湿が実感出来ます。手湿疹が長引き、ガサガサで何を塗ってもエアコンの

乾燥だけでも指が木の枝の様に硬くて、あちこちに皮剥けがありましたが、見た目ジャガイ

モの様なコムカバターを使い出すと、カチコチの指が段々柔らかくなって来ました。完

治迄はいかないですが、頑固な手湿疹もこちらを使い出して半減しました。ハンドクリ

ームを使うよりは断然オススメです。(9月 25日, K さん) 

 

〇コカムバター、保湿力抜群。お風呂上がりにまずコカムバターを顔に塗ると髪や身体

を拭く間、顔が乾燥しないしその後の化粧水もしっとり馴染みます。お風呂で塗ってパ

ックしたり、髪にも保湿艶出しに使えて万能です。カイラシュクリームとのセットはア

トピーだったのですが、まだ少し出ている肌荒れや目の周りなど敏感なところも刺激が

なく穏やかでとても気に入っています。(1 月 26日, B さん) 

 

〇コカムバターでしっとり。手が乾燥している時に握ってみて手全体に馴染ませるとす

ぐにしっとりします。ベタつきがないので重宝してます。(11 月 20日, Mさん) 

 

○わたしは、コカムバター様命。わたしにはコカムさまが一番合ってます。 コカムさ ま

♪こんな素晴らしい伝統、絶やさないで作り続けてください！（2 月 26 日、A さん）  

 

○購入したコカム、いいですねえー♪素朴だし、つやがでるし、便利。 保湿としての 仕

事をしてくれる他にお皿の上で、インテリア化しております(＾◇＾) (2 月 15 日、A 

さん）  
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○ コカムバターも乾燥が激しいこの季節にベッタリすることなく、肌にしっとり馴染 

んで これからの必需品になりそうです。(２月６日、Ｓさん）  

 

○コカムはうまい。コーヒーに入れてます。（5 月 6 日、T さん） 

 

○さっそくですが、コカムを顔全体に塗り込んでいます。ものすごく乾燥していて、こ

わ 

ばっていたのですが、塗れば塗るほど肌が柔らかくなって、あー気持ちい、あー気持ち

いと言いながら塗ってます！本当に気持ちよいしっとり感です(*´-`)（11月 7日、T

さん）  

 

○コカムバターを毎晩入浴後に使います。この冬あかぎれゼロ、は残念ながらダメでし

たが、最小限にとどめられたと思います。何よりかかとのバリバリが見違えるほど良く

なりました。（4月 10日、Tさん）  

 

○コカム早速使いました。やっぱりいいですね。ホッとします。（2月 20日、Sさん）  

 

○コカムバターが特に今の時期使い心地が良いです。 （2 月 4日、Yさん）  

 

○コカムバター、べとつかず保護されてる感じ。良いですね！特にリップクリームの代

わりに唇に塗ってみましたが…とても良いです！ 仙台は寒くて、カッチカチのお芋み

たいですが（笑）（3月 10日、Fさん）  

 

○コカムバターは、香りも使い心地もかなり気に入っています！（2月 11日、Sさん）  

 

○コカムバターはなんとなく気になったので注文したんですけど、なかなか素朴でいい

ですね。チョコを削る感じで先端部を金属製のヘラで削って、別の容器につめて、ラッ

プで押し固め、少しずつ指先につけてリップクリームにしています（2月 5日、Tさん）  

 

○私は、コカムバターに乾燥肌を癒してもらっています。 お風呂上がりにつけるとす

べすべ、気持ち良いです（1月 17日、Tさん）  
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○コカムバターは、基礎化粧品の最後に、かっさのように顔と首周辺をマッサージしな

がら使っています。保湿とマッサージの相乗効果でよいです！（1月 11日、Iさん）  

 

○さっそくカイラッシュ・クリームをガサガサの手に塗って、ひび割れのところにはコ

カム・バターを溶かして塗り込みましたら、手指を動かすのがすごく楽になりました！ 

コカム・バター、唇にも溶かして塗ってみましたが、べとべとしすぎずに丁度良い感じ

で唇を覆ってくれていて、これは冬にいいですね！！家族みんなで使います。お風呂上

がりにはかかとにも塗ってみようと思っています！（12 月 19日、Nさん）  

 

○コカムバターはアビヤンガオイルと混ぜてハンドクリームやリップにして使用して

います。爪がすごく光ります。香りも草原にいるようで癒されます（12月 10 日、Ｙさ

ん）  

 

○前回のおすすめセットすっごく楽しめました。 コカムの塊が一番良いみたいです（12

月 7日、Wさん）  

 

○前回のコカムバターは職場の 8人と分け使っています。 皆さんとても良かったと言

ってくれています。 私も何処にでも持ち歩きしょっちゅうコカムバターを塗っていま

す。 手先が割れた時に塗ったら 2 日で痛みがなくなり助かりました。とても良いです

♪（12 月 7日、T さん）  

 

○さっそく、コカムを使ってみました。 ぬるぬるの感触のわりに、つけるとさっぱり

していて、 とても良い感じでした（11月 27日、Sさん）  

 

○前回送っていただいたコカムバターはとっても使いやすいですね。犬の肉球ケアにも

良かったですよ（9月 22 日、Mさん）  

 

○こんにちは。 母親にコカムを少量分けてあげたら、 とても気に入ってまた注文して

と頼まれました。＾＾ 私も匂いが少し苦手ですが、使い心地は最高だと思います＾＾

（６月８日、Ｎさん）  

 

○コカムバターの到着を楽しみに、小さくなったものをちびちび使っていたのでとても

うれしいです！ またなくなりかけたら今度は早めに注文しようと思います(^ー^) （５
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月２６日、Ｓさん）  

 

○コカムがなくなりそうなので今度は少し多めに買っておきます。コカムが私の肌に一

番あっているように思います（５月１５日、Ｓさん）  

 

○また私としては、コカムの方に驚きを覚えています。 アトピー肌に優しく、市販で

は何を塗ってらよいのか、医者にもらった薬はもう塗りたくないと思っていたところに

出会えました（４月２３日、Ｓさん）  

 

○コカムバターをさっそく顔に転がすようにつけてみました。 つけてみると、しっと

り柔らかい肌になって良い感じです（４月９日、Ｎさん）  

 

○コカムバターですが、肌になじんでベトつかないのでとても気に入っています。唇の

荒れがひどかったのですが、コカムバターを毎日塗っていたところ、だいぶ良くなりま

した（３月２７日、Yさん）  

 

○コカムバターもこの時期かかとががさがさするのでやはり発注したくなりました（２

月３日、Ｓさん）  

 

○コカムバター、 肌にすっと馴染むし、香りもほぼないのでとても使いやすいです☆

（１月１２日、Ｔさん）  

 

○コカムの実、クリームはこの冬に重宝しそうです（１２月１９日、Eさん）  

 

○前回使用して、私も子供達も踵のガサガサがすぐに良くなりました。 今年は、友達

も使いたいという事で注文しました（１２月１５日、Aさん）  

 

○コカムバターの保湿力はスゴイです。 リップ代わりにも、化粧水のあとにも使って

いますが 敏感肌で超乾燥肌の妹も満足しています。  

 

○コカムバター、イイですね～ 乾燥の冬には必需品になります！ 携帯したいので一部

は小さめの軟膏容器にググッと入れました。 唇の乾燥や荒れ、手先のガサガサにバッ

チリ効いています（１１月１６日、Ｗさん）  
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○それと私はいつも自分でリップクリームを作っていますが、今回はコカムを混ぜて作

ったところ、凄くしっとりした質のいいリップが作れました（１１月１６日、さん）  

 

○先日届いたカイラッシュクリームとギークリーム、コカムバターがあまりに良いので

追加注文です。 皆様の評判の良い沙羅双樹クリームも使ってみたく、注文します。 ９

０歳になる舅が老人性乾皮症で長いこと悩んでおりますが、カイラッシュクリームが効

果があるようです。 インド秘薬？の不思議さにすっかりはまってしまいました（１１

月５日、Oさん）  

 

○さっそく手湿疹と足などの湿疹の部分にギークリーム塗布し、上からコカムを塗りま

した。 不思議な質感で、香りも良いです。 特にコカムの香りはそれはもう、大好きな

香りです。くんくんを嗅いでます。（笑） 塗った感想ですが、すーーとなじみ、べた

つきません。 しっかりと保護してくれるので、多少のことでは取れたりせず、皮膚が

こすれても皮がぼろぼろになりません。すごいです。 実は私は「冷えとり」というの

をしているのですが、「めんげん」というのがでてきております。 湿疹が出て死ぬほ

ど痒いのです。 特に入浴中からお風呂上がり、それと身体が温まる布団の中が一番ひ

どく、痒みで眠れないほどでした。 それが、ゆうべはあらゆる湿疹の部分に塗って寝

たら全然痒くなかったです。 朝もすぐに塗りました。 しっとりとしてガサガサしてい

たのがなくなっています。 たった一晩ですよ。びっくりしました。 これは本当に不思

議なクリームですね。 この冬はこれらのクリームで気持ちよく過ごせそうです。 手湿

疹もこの勢いで完治させたいです（１１月３日、Oさん）  

 

○一番気に入ったのはコカムバターです。 私は乾燥肌でかかとが夏もカサカサがりが

りだったのですがコカムバターを毎日 塗るようにしたら今はまったくつるつるです。 

今までいろんなクリームを試したのですが全てだめだったのでびっくりです（１０月３

０日、Sさん）  

 

○コカムバター、待っていました（*^ー^*）!!!! 今年はマメにかかとに塗るつもりな

ので、 すぐになくなりそうな感じです（９月１２日、Ｋさん）  

 

○コカムバターには、踵のひび割れをとっても助けてもらってます。 病院でもらう保

湿剤を使っても、市販のボディクリームを使っても、 全然効果がなかったのですが、
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寝る前に毎日コカムバターを塗っていると、 ひび割れが減りました。 塗るのをサボる

とまたひび割れてくるので、まじめに塗りたいと思います。 世の中には色々と便利な

ものがあふれていますが、 やっぱり自然の恵みが人の体には一番の様に思う今日この

頃です（９月５日、Ｋさん）  

 

○前回注文したコカムバターはヘナで髪染めする時に重宝しています。おでこや襟足に

厚塗りしておけば、肌が染まるのを防げます。(実は保管が悪かったせいか、梅雨の湿

気でカビてしまい半分ぐらい処分してしまいました><) （９月１日、Iさん）  

 

○さっそくいろいろ試してみて、まずコカムの塊の使用感に感激しました！ まさに求

めていた使用感！！もう手放せません...。（笑） （７月２６日、Ｎさん）  

 

○コカムバターは以前から使用していたのですが、アトピーとはあまり相性が良くなっ

たです。サルバターはアトピーに効果があったので良かったです。コカムは保湿したり

ちょっとした傷を治すにはコスト面でも良いです ｡特に踵のひび割れにはこちらの方

が効果がありました（５月２４日、Ｍさん）  

 

○また、コカムバターは手あれや唇のひび割れを中心に使 用しました。 優しさにあふ

れた使い心地で、乾燥が気になったときなど非常に重宝しました（５月２３日、Iさん）

（１月２１日、Iさん）  

 

○ コカムバターは、最初は使いづらいんですけど、慣れてくると楽しいです。 お風呂

上りなんかは、手のひらの熱で溶けてくれます。 お肌に優しい です。アトピーが気に

なる春先はギーのクリームよりこちらがいいような気がします（５月７日、Ｋさん）  

 

○ コカムバターの感想です。 ちなみに、私の職業はアロマセラピストです。 手が荒

れやすく、トリートメントを始める前は滑らかな状態の手ですが、 トリートメント中

（たぶんクライアントさんの肌との摩擦でか）指の皮膚がささくれ立つ様になる時があ

ります。 そのたびに手の使い方を変えて事なきを得ていましたが。 ある日何となく思

いつきで、削って容器に入れ持ち歩いていたコカムを炙らずに 手のひらに直接なすり

つけしっかり擦り込みました。 トリートメントの前に時間を空けて 3度ほど同じこと

をしたと思います。一枚ベールで覆われた感じです。 その日のトリートメント中、さ

さくれる感じはしませんでした。軽く石鹸で手を洗った後も、ベールが残っている様で
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立て続けに トリートメントに入りましたが、その日はささくれずに終わりました。 た

ぶん、目に見えない剥けかかっている皮膚をコカムがしっかり接着している感じなので

しょうね。 贅沢な使い方でしょっちゅうやる気はしませんが、溶かして塗るより遙か

にカバー力があり助かりました。 水仕事で手が荒れやすくひび割れてしまう方には、

ア○リックスやニュー○トロジーナより良いかも。口に入ってしまっても安全だし。 ま

た、一昨日胃腸の浄化をしようと夕食を絶食しました。 空腹もほとんど感じず楽に過

ごしていましたが、夜遅くなって胃が痛んできそうな感じがしました。 以前まじゅさ

んが"コカムバターが厚くやわらかな膜ををはって、おだやかに保護してくれているっ

てかんじ"とサイトに書いてあるのを覚えていたので 炙って小さじ 1/2程なめてみま

した。15～20分くらいすると胃が落ち着いてその後キュッと締まった感じがしました

（収斂作用？）。 沙羅双樹クリームを塗った後にも、炙ったコカムを塗ってカバーし

ているので欠かせない存在です（５月６日、Ｋさん）  

 

○ 私はコカムバターが大のお気に入りです。 かかとがいい感じです。食用にもなるの

で、いろいろ試してみようと思っています（４月１８日、A さん）  

 

○前回購入した中で一番しっくりきたのがコカムの固まりでした。薬の副作用か、目立

たないものの部分的にひきつった感じになってしまった頬っぺたにつけるためにでし

た。結果頬っぺたは何も変わらなかったのですが、肌全体が良い感じになったので、リ

ピートしました。コカムは母も小学生の姪もお気に入りです。母は肌がつるつるだとび

っくり。姪は溶かしたのを舐めて「おいし～い(⌒～⌒)」と言ってます(12 月 9日、K

さん)  

 


