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桃エキスを使った
スキンケア化粧品
足立区北千住駅から至近にあ
るの千住本町商店街は、懐かし
い雰囲気のある下町の商店街だ。
百店舗を超える店が並ぶ商店街
の奥まったところに小さな間口

東京都足立区千住2-36
☎03-5284-8812、 03-3882-8088
https://www.peach-beauty-japan.com/
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設 立
2010年10月
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動機は恩返し、ムスリム女性に
桃の成分を活用した
ハラル認証化粧品を開発
事例
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ハラル認証を受けたスキンケア化粧品「桃姫」を開発・販売するPBJ㈱
（東京都足立区、小林美枝子社長）は、80年を超える歴史を持つ家業の

青果店を母体として小林社長夫妻が起こした会社だ。夫がインドネシア

で入院した際、とても親切にされたという小林夫妻。その恩返しとして
ムスリムの女性たちが憧れる日本のスキンケア化粧品を、安心して使え
るかたちにして届けたいという気持ちから「桃姫」は生まれた。
小林 美枝子 社長

ない、ムスリムの女性が使える
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インドネシアでは現地の化粧

インドネシアでは
許可を得るまでに一年
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からは初めて「桃姫」を

ハラル認証化粧品でもある。
を日本国内工場に委託していま

マレーシアでの「桃姫」の接客販売の模様
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青果店を営んでいた小林社長

林社長はその思い入れを語る。
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もなっている。ところが使える

な肌はムスリムの女性の憧れに

った。日本人の女性のきめ細か

ル化粧品の調査をしたことがあ

正幸氏は、仕事の関係でハラ

た」と正幸氏は回想する。
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