
te-point	2022年~2025年版



nanaiの 
焼き菓子 

（￥400未満のもの）
500P100 円で１Pのte-pointを貯めて 

景品と交換しよう！

2022-2025版

2019と書いているものは 
無くなり次第終了いたします。

1) tetenorでのお会計でtepoint 
　を集める。 
2)たまったら交換用紙に記入して 
 tetenorフロントに提出。 
（在庫がある場合はその日に交換） 
3) また集める。

内容は変更する場合がございます。 



700P

1)栗の木のスプーン

サイズ・容量 
φ12.2×2.7cm

栗の木から作られたカトラリー。 
木から作られた物とは少し違う、色合いと 
ぬくもり溢れる、軽くて丈夫で使いやすい、 
カトラリーとなっております。 

２）タンクリーナー（舌みがき用ブラシ）

Dental Floss Picks

key 

Facts

プラスチックを含まない、生分解性が高い、
再生可能な原材料から製造された、サスティ
ナブルな糸ようじ。

デンタルフロスピックス 20 ピース

プラスチックを一切使用していないサスティナブルな糸よ
うじ。モウソウチクと呼ばれる竹由来の軸とオーガニック
コットンを使用。 石油やプラスチック製造に使用される
BPA（ビスフェノール A）は使用していません。

material

 竹（モウソウチク）、オーガニックコットン

!!"円 (税込 )

Tongue Cleaner

key 

Facts

プラスチックを含まない、生分解性が高い、
再生可能な原材料から製造された、サスティ
ナブルな舌磨き用ブラシ。

タンクリーナー（舌磨き用ブラシ）

竹で作られたサスティナブルなタンクリーナー。ブラシに
はヒマシ油由来のナイロンを使用しており、石油やBPA
は一切使用していません。

material

 ハンドル： 竹（モウソウチク）
ブラシ： ナイロン（ヒマシ油由来）

##"円 (税込 )



より安心してお使い頂けるように、
化粧石鹸として生まれ変わりました。

サイズアップして100gの正方形の石けんです。
溶けにくく、より長持ちします。

ココナッツオイルの石けんは海水でも泡立つことから、
別名「サーファーソープ」とも呼ばれています。

カポポサン島のココナッツオイルをぜい沢に使いました！
頭からつま先までこれひとつ！ケアはココナッツオイルで。
石けんシャンプーを試してみたい方にオススメです。
手作り液体ソープの石けん素地としても使えます◎
防腐剤、合成界面活性剤、合成香料・着色料不使用。

湯煎が必要な季節にもスプーンで
削り取れる広口タイプです。

可愛くて持ち運びにも便利なサイズです。
フェイスケア、ヘアケアには一ヶ月程もちます。

一度お試しで使ってみたい方にオススメのサイズです◎
 

南東スラウェシボンバナからやって来た非加熱の
ココナッツオイルです。 

全て手作り、天然である為多少の香りや色の違い、
沈殿物や結晶等ございますが品質には

問題ございません。あらかじめ了承の上ご購入下さい。 
様々な効果が期待されますが

食品扱いですので使い方は個人の責任でお願いします。

https://www.lovesgallery.com/home 

LOVE! Coconut Soap
（ココナッツソープ）

1500P

LOVE! Raw Coconut Oil 
SSサイズ：広口瓶（50g）

1000P

２つsetなら 
2000P!!

https://www.lovesgallery.com/home
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 Our Bestseller:
 Sustainable Toothbrushes 

made from Bamboo

 
製品に使用する竹は、人工灌漑や農薬や肥料を使用せずに、理想的な成長条

件によって、上海南部の寧波地域で栽培されています。そのため、中国は竹

製品を製造するのに最適な場所です。私たちは歯ブラシの生産からCO2排

出量を節約しています。これにより、歯を磨くときに毎日気候を保護するこ

とができます。孟宗竹と呼ばれる品種の巨大な竹は、その高い抗菌特性のお

かげで、革新的でサスティナブルな製品を作るのに最適です。この竹の品種

は、わずか 2年間で、高さは約 20メートルに達します。これにより、1本

の竹で約 1000 本の歯ブラシを生産することができます。その急速な成長の

間に、他の品種に比べ、はるかに速くCO2を吸収します。また、私たちは、

中国の工場の従業員に、地域の最低賃金の 2倍以上の賃金が支うことで、フェ

アで公正な労働条件を提供しています。

China
Ningbo, 

Goods Made
In China

BRistles made

of renewable

1

歯ブラシの毛の製造には、「ミ
ラクルツリー」の種から抽出
したヒマシ油を使用していま
す。 したがって、私たちのブ
ラシの炭素含有量は、バイオ
ベースであり、石油 /BPAフ
リーです。

raw materials

Handle made

of Moso

2

歯ブラシのハンドルは、孟
宗竹で作られています。 こ
の巨大な竹は、わずか 2年
間で最大 20 メートルまで
成長します。人工灌漑や肥
料、農薬は一切使用してい
ません。

Bamboo

Ecological3

歯ブラシのハンドルに使用
される染料は、有名な Auro
（アウロ）社製を使用。 環境
にやさしく、生分解性が高
く、 人や環境に無害です。お
もちゃにもよく使用され唾
液耐性もあります。

Natural dyes

!!"円 (税込 )各

Sustainable Toothbrush
トゥースブラシ

モウソウチクと呼ばれる竹で作られたサスティナブルな歯
ブラシ。ブラシ部分にはヒマシ油由来のナイロンを使用。
石油やプラスチック製造に使用されるBPA（ビスフェノー
ル A）は一切使用していません。ハンドル部分にはドイツ
の自然塗料のパイオニアとして有名な AURO（アウロ）社
製の自然塗料を使用。

material

ハンドル： 竹（モウソウチク）
ブラシ： ナイロン（ヒマシ油由来）

COLORS

おとな用（ふつう）：ライトブルー /レッド /グリーン /
ナチュラル　（やわらかめ）：ダークブルー　（超やわらか
め）：バイオレット
こども用（やわらかめ）：ダークブルー /レッド

■

歯ブラシ



『ストロー1本くらい、別に…」 
と日本の人口1億2649万人が言うと。

マイストローを持ち運ぶことで

プラごみ削減に。

■素材・成分：ステンレス

ステンレスストローset

1000P

タピオカもOK



W:105mm、D:20mm、H:390mm・
30g

サイズ・容量 
規格 
■生産地：ギリシャ 
■素材・成分：ヘチマ・コットン 
注意事項 

1000P

お湯をたっぷり含ませ、柔らかくしてお使いください。  
※パッケージのデザインは予期なく変更となる場合がございます。

ルーファー（ヘチマ）とコットンから作られた植物由来のボディ用スポンジ。 
ルーファーが皮脂の汚れや余分な角質などの不純物をしっかりと落とします。 
裏地は100％コットンのタオル素材でやさしくお肌を洗い上げます。 
ギリシャ製。 

【ブランド紹介】 
ライフォプラスは、厳選された天然植物素材を使用し、人間工学に基づき開発されたギリシャ生まれのナチュラルスポンジブランドです。 

エジプト産のルーファー（ヘチマ）や地中海産の天然海綿、など大自然の恵みより生まれたこだわりの素材を使用しています。



サイズ・容量 
規格 
■生産地：フランス 
■素材・成分：材質：再生繊維 
注意事項 

境にやさしく耐久力に優れたリサイクルファイバークロス。 
乾拭きやクロスを濡らして拭き取るなどあらゆる場面で使用できます。 

使用の前後によくすすいで下さい。 
最大40℃で洗濯機で洗濯可能。 
フランス製。 
規格サイズ：35×30cm 

【ブランド紹介】 
ラ・コルベットは、本物の「サボン・ド・マルセイユ」を製造する数少ない製造社として、 
120年以上の歴史を重ねてきたサボネリー・デュ・ミディ社が展開するライフスタイルブランド。 
ブランド名は、オリーブオイルを運んでいた船の名称から由来しています。基準が守られていない模倣品が増える中、 
今もなお伝統的な基準を守り、本物の「サボン・ド・マルセイユ」や環境に配慮したサステナブルな製品を世界中に 
提案し続けています。フランスでは、デパートやセレクトショップなどに展開されています。

W:180mm、D:72mm、H:33mm・28g

乾拭きやクロスを濡らして拭き取って下さい。使用の前後によくすすいで下さい。 
最大40℃で洗濯機で洗濯可能。 

1000p
天然植物成分100%の無添加リップバーム。 
ココアバターやホホバ油などの植物由来の保湿成分を配合。 
パーム油や合成香料は使用していません。 
生分解可能なサステナブルなパッケージを採用。 

＜香りの種類＞ 
・バニラ　カカオ脂・ヤシ油・ホホバ種子油・ヒマワリ種子ロウ・キャンデリラロウ・バニラ果実エキス 
・ミント　カカオ脂・ヤシ油・ホホバ種子油・ヒマワリ種子ロウ・キャンデリラロウ・香料 
・ココナッツ　カカオ脂・ヤシ油・ホホバ種子油・ヒマワリ種子ロウ・キャンデリラロウ・セイヨウハッカ油 

 【ブランド紹介】 
ヌーサ・ベーシックスは、オーストラリア東部の美しいビーチが連なるヌーサ 
という小さな町の薬局が製造する、ボディケアブランド。ビーガンおよび 
パームオイルフリーの認定を受けており、最高品質の植物成分のみを使用し、 
添加物や増粘剤は使用していません。また、可能な限りプラスチックを使用しない 
パッケージオプションを提供し、海洋浄化活動を積極的にサポートしています。 

W:25mm、D:25mm、H:67mm・20g



＜内容量＞10g
＜原材料＞ 
レモンバーベナ(スペイン)、クリバーズ、スペアミント*

レモンバーベナ（ベルベーヌ）のレモンの様な爽やかな味わいに、深みのあるクリバーズ。奥からミントのうっすらとした甘みがくる、リラックス、リフレッシュ、
食事、お茶の時間にと、場所時間を問わず飲んでいただけるデイリーハーバルブレンドティー。大人の方からお子さんまで安心して飲んで頂けます。
一煎目、二煎目と味の変化を楽しみながらお飲み下さい。
 

Daily Herbal Tea

1500P



日本製 
(縦)95mm×(横)95mm×(厚み)15mm

コンパクトに折りたため、持ち運びに便利で、 
使うときはスタンドになって 
とても使いやすいです。 

3種類の柄からお選びいただけますので、 
お好きな色合いをお選び下さい。

１５００P

刺し子の手鏡



美容成分 含 � ＆ �
�
抗酸化作⽤ E 豊富 含 保湿・収 作⽤ 配合 肌 ⼿作 ⽯鹸。�
顔 ⾝体 保湿 優 洗 上 。�

、 、 優 ⾹ 疲 ⼼ 体 癒 。�

内 量：100g�
原産国： �

配合成分�
脂脂肪酸Na、 油脂肪酸Na、 脂肪酸Na、 脂肪酸Na、⽔、 、 脂肪酸Na、 核油、 花油、 、�
果⽪油、 花⽔、 葉／枝油、 酸AI、酸化鉄�

�

2000P 
べヌール石鹸

2019



REDECKERは1936年に創業されたドイツの老舗ブラシメーカーです。
材料となる良質な天然素材は、環境やリサイクルまでも考慮し調達されています。

それらを丁寧に熟練の職人が製品に仕上げていき、できあがった製品はどれも機能的に優れており
ヨーロッパなどでも高い評価を受けています。 

サイズ 全長 100mm

素材 ビーチ材、ウッドピン

原産国 ドイツ

2500P
REDECKER 
ハリネズミ 
携帯ブラシ

2019



サイズ：Φ100×高さ138mm 
折りたたみ時：Φ100×高さ56mm 
重量：約210g

創設者のジュリアンは、NYに引っ越した際に大量に捨てられているコーヒーカップの山を見て、 
「自分の子供たちに誇れる何かをしたい！水がきれいで空気がおいしくて、 
ゴミが落ちていない道路があった時代を取り戻したい！」 
と思い、コンパクトに折り畳めて何度でも使用できるstojoを開発しました。 
一度限りの使い捨てカップは毎年約5000億個にものぼり、そのまま破棄されています。 
これらのカップをリサイクルすることが不可能だと知っている人は、残念ながらほとんどいません。 
邪魔にならず、気軽に持ち運べるstojoを手にして、たったひとつしかない私たちの地球のために、さぁはじめましょう！ 
エシカルコレクション / サスティナブル、脱プラスチックライフ

2700P

https://www.youtube.com/watch?v=joMrxCI_Cek


英国ではお皿拭き用の布巾やテーブルの装飾として使われているタオルです。 

色彩が鮮やかなので、壁に掛けたり、テレビや棚の上に置いてみたり 

テーブルセンターやパソコンカバー等使い方はお部屋に合わせて色々です。 

  

ウィリアム・モリス 

■素材・成分：コットン100% 
サイズ：47～50cm×70～74cm 
※デザインによって、多少大きさに誤差がございます。 

ウィリアム・モリス 布タオル

2700P



計り売りオーガニックシャンプー&トリートメント
3000P

 シャンプー200ml と  トリートメント200g



4000P

OWAYのメンズ スタイリングライン。 
このシリーズはジェンダーフリー、ユニセックスでお使いいただけます。 
ヘアスタイリングだけでなく髪のためにトリートメントとウェルネスをもたらし、簡単にヘアデザインを創りあげれます。 
同時に髪の深部まで栄養を届け、コシのある丈夫な髪に導きます。

《background》 
地球上の孤立した砂漠、雄大な山、火山、熱帯雨林、凍土などの汚染されていない野生の土地には並外れたサバイバル力を備えた植物が生息します。 
それらの植物は抗酸化物質や栄養、エネルギーを与え、体の巡りを促すための微量元素が豊富なミネラルを非常にたくさん含んでいます。 
OW Menの研究は、これらの素晴らしさに着目。植物の特性とそのものから抽出されるミネラルを肌や髪に適用させるための製法を生み出しました。 

◆OWAYプロダクトについて◆ 
OWAYの商品はパッケージにもこだわりをもち、ボディは琥珀ガラス瓶とアルミチューブを採用。高級感を演出するだけでなく 
製品の安定性と保存性を確かなものにしています。100%リサイクル可能なものにすることで、サスティナブルな考え方を大切にし環境性能にも優れています。 
包装は無駄を省き、環境への影響を最小に抑えるために、リサイクル可能なものやFSC認証紙、再生紙を採用しています。 
《以下の成分は不使用》 
SLS/SLES、パラベン、PEG/PPG/BG、鉱物油、人工着色料、EDTA、人工香料

【香り】 
レモン、ユーカリ、スイートオレンジ、ライム、ベルガモット、イランイランなどの爽やかでポジティヴな香り 
※100％天然由来のエッセンシャルオイルを使用

OWAY  

オーウェイ ウォーター・レジン 50ml



track oil no.1 
トラック オイル No.1 

＜ ヘアオイル ＞ 

天然由来成分100％ 90ml [フレッシュシトラスの香り]  
太陽の光を浴び豊かに育った爽やかで酸味のある果実を繊細にまとめ調和。 
活力と自信を与えてくれる柑橘系のフレッシュな香り。 
さらりとした使いやすい感触の、天然由来成分100％のマルチ美容オイルです。 

すうっとなじむ軽いテクスチャーはベタつきがなく、ナチュラルな印象のスタイルに仕上げます。 

絹のようななめらかな手触りは肌との親和性も高く、心地よく全身保湿ケアが可能です。 

使用量をコントロールする為に、専用キャップを付属しています。 

4000P



英国王室御用達メーカーKENTのベビーもつかえるヘアブラシです 
・‥‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥‥・  

G.B.ケントは1777年創業の歴史あるブラシメーカーです。 
その優れた品質は、1955 年にイギリスのエリザベス2世によって王室御用達メー
カーに指定されました。 
ケント社のブラシは、100% 天然の豚毛 (bristle - ブリッスル )を使用しています。 

油性分が豊富で弾力性に富んでいるためヘアブラシや洋服ブラシ、 
歯ブラシに使用すると優れた効果を発揮します。 

ケント社のブラシに印されている「Real Bristle」とは、100% 天然のブリッス
ルのみを使用し、 
ナイロンなどの化学繊維は一切混合されていないことを表しています。 

また、柄の部分に使用されている木材は、英国森林委員会、オランダ森林協会か
ら 
正式な認定を受けた森林のもので、伐採後はきちんと植林を行なっています。 
  

サイズ・容量 
規格 
■生産地：イギリス 
■素材・成分：材質 サクラ 
種類 ベビー用　白豚毛 23mm 
毛束数 64束　5列 
サイズ 本体： 18.5 × 4cm　重さ： 約 50g 

5000P

KENT

2019
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獣毛には適度な油分が含まれているため 
梳かせば梳かすほど髪にツヤが出て美髪へ。 

静電気も起きにくいので髪へのダメージも軽減されます。 
硬めの獣毛でブラッシングすることで 
頭皮のマッサージ効果が得られ、 

血行促進・育毛効果にも期待できます。 

髪の太さがやや太く、 
毛量が多い方に適しています。 

髪の長さがロングの方におすすめです。 

※耐水性はありませんので、 
　濡らしての常用は避けて下さい。 
　ブラシの毛の根元が弱くなり、 
　木の部分の劣化が早まります。 

毛材質:猪毛/豚毛(混毛) 
硬さ:ハードとミディアムの中間 

全長:215mm　幅:50mm　 
高さ:31mm　行数:8行 

材質:黒檀 
ケース:紙・OPP 

日本製5000P

2019



シロダーラ（ハイドロダーラ）、季節のヘッドスパ 
スパでリフレッシュ 

スパ優待券 

自分自身へ 
もしくは 
プレゼントに

5000P


