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〔THREE〕IS  THE  CRE ATI V E  NUMB ER

The world is composed of a balance of ‘yin’ and ‘yang’.

For example: light and dark, nature and technology.
Never changing truths and ever-changing modes.
The random aspect of life and the intrinsic order of the universe.

Multiply these two conflicting aspects and 
A new ‘third value’ is born between these opposites.

A value that balances the opposite value 
So that an unexpected third element 
Can begin to emerge from inside yourself,
And reveal the as yet unknown aspects of your true self.

This is the creativity of THREE.

〔 3〕は創造を意味する数字

この世界が「陰」と「陽」で
成り立っているように、
相反するもの同士の間に生まれる
未知なる存在、新たなる本質。

たとえば、自然とテクノロジー。
不変の条理と、移りゆくモード。
分散した個性と、ゆらぎなき均整。

かけ離れた価値と価値を掛け合わせ、
想像を超える第 3の価値が
一人一人の中に存在しはじめること。
やがてまだ知らない自分らしさへ繋がるもの。

それがTHREEという創造性。

C O N C E P T
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THE  C OLOR  OF  THREE

Gray represents every color on the planet.
Innumerable colors merge to create this single shade.

It is like a miracle color
that appears when all the many colors of the world 
are melted and blended together,

In the countless colors coexistence
Strangely calm and tranquil 
Wrapped in a gentle warmth,

It encompasses us and invites us 
Becoming the one and only COLOR OF THREE 
That contains the world and everything in it.

無数の色が生み出す、たった一つの色。

この世界に存在するすべての色が
一つ残らず溶け合って生まれる
奇跡のような色があるとしたら。

あらゆる概念を超えて
無数の色が共存するその色は
静かな落ち着きと温かさを持って。

私たちを包みこむように、誘い出すように。
すべてに続く世界を描く
唯一無二の COLOR OF THREE

T H R E E  I D E N T I T Y  C O L O R
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Respect for the wisdom of nature,
And the new possibilities that science can explore,

The confidence that one’s own experience can bring to your life.

‘WISDOM’ that is guided by knowledge, intelligence and progress.

自然の叡智へ対する敬意。
科学が切り拓く新たな可能性。

自らの経験が人生に与える自信。

智識と前進に導かれる「知性」。

I S

W I S D O M



GR ACEFUL  PRO GRES S

An infinite exploration for new materials provided by nature.
A commitment to noting even the smallest differences, 
Based on science and mathematics.
With a rich experience and a fresh perspective,
We keep advancing on the cutting edge.

しなやかに貫く

自然がもたらす素材へのあくなき探求。
科学と数式に裏付けられた、
0.05mlの差異へのこだわり。
積み重ねた経験と新たな着眼をあわせ持ち、
真のモードの先端を描き、走り続ける。

W I S D O M
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Liberating ideas freed from all restrictions,
Senses sharpened so as to more closely see the truth,

Believing in one’s own vision and overcoming the unknown.

Never stop believing your own ‘INTUITION’
One that can vividly repaint the landscape of your own sensibility.

制限から解き放たれた、自由な発想。
真実に近づいていく、研ぎ澄まされた五感。

自分のヴィジョンを信じて、未知へと立ち向かう強さ。

視界を鮮やかに塗り替える「感性」の動きを止めないように。

I S

I N T U I T I O N



OPEN  YOUR  INNER  E Y ES

Having the courage to let go of cliche and everyday attachments,
The strength to be free from the past and face the present moment.
Not being afraid to believe in your own intuition,
The source of creation is always within and around you.

心の目を開いて

常識やこだわりを脱ぎ捨てる勇気。
過去にとらわれず、今に向き合う強さ。
直感を信じることを恐れずに。
身の回りにはいつも、創造の源が溢れている。

I N T U I T I O N
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鏡に映る自分の顔は、いつも違って構わない。
心に浮かぶ景色の色は、モノクロでもカラフルでもいい。

新しい今日という日をどんな自分で過ごすか、それはいつも自分次第。

　　　　変化する自分の「バランス」を受け入れる。
　　　　　　　　　　　自然体という美しさがそこにある。

I S

B A L A N C E

You may find that your face always looks different in the mirror.
The color of the view in your mind may be monochrome or polychromatic.

Today is a new day and it is only you who can choose who you are going to be.

 Accept your ever-changing ‘BALANCE’
 Then you will find the natural beauty that you have within.



15 -16

TO  B E  HERE .  TO  B E  YOU.

There are nights that you feel like talking and laughing out loud 
And mornings when you feel like closing your eyes
and meditating quietly,
Our individuality never stops changing like the wind and the light
But we can gradually establish our strong inner core.

今ここにいる自分らしさ

大きな声で笑って語り合いたい夜もあれば、
静かに目を閉じ瞑想したい朝もあるように。
自分らしさというものが
風や光のように動きを止めないその中で、
やがてしなやかな芯を育てていく。

B A L A N C E



What is my true face?
And what is the best way for me to live my authentic life?

 What is my true identity?
 Observe the range of movement within yourself,

Accept the contradictions and confusion.

Sometimes you will move in one direction and sometimes the other,
 You do not always need to stay in the center.
 Enjoy your unique balance in every situation

So that you can find your true self by letting go.

F I N D  Y O U R  B A L A N C E

どんな姿が、どんな生き方が、自分らしいのか。
　　　　　　　　　　　自分らしさとは、どこにあるのか。

　　　　矛盾や迷いも受け入れながら、
自分の振れ幅を見つめて。

ときに一方に傾き、ときにまた別の方向に傾きながら。
決して中心にあるとは限らない、

自分にとって心地のよいバランスを楽しみながら。
そしてやがて、そこにある自分らしさにたどり着けるように。
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NOW AND THEN:
Thoughts about THREE on the 10th anniversary
by RIE OMOTO (THREE GLOBAL CRE ATIVE DIRECTOR)

I N T E R V I E W
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たり、「THREEの言っていることが全くわからない」と言われ
たこともありました。もちろん当初からTHREEの新しい価値
に賛同してくれる人もいましたが。
一方で私は、「自然のプロダクトをお洒落に作ることに、どう
してそんなに抵抗があるの？」と思っていました。だからこう
返していたんです。「畑を耕す時に、ハイブランドの服を着て
もいいじゃないですか？」って。固定観念はなくしましょうよ、
と。それが他にはないものだし、すでにあるものを作ったって
仕方がないと思っていたから。

たしかに、THREEのメッセージを言葉だけで説明することは
難しいかもしれません。だからその分プロダクトではもちろん、
THREEの描く女性像の中で、私たちの価値観を深く表現して
きたつもりです。THREEを象徴する女性は、しっかりした経
験と自信がある人。顔が綺麗な人はたくさんいるけれど、それ
より大切なのは、自分の経験をもとにどう人格を形成している
のか、それをどう表現しているかということです。内側から出
てくる魅力が重要ですが、THREEにとって不可欠な「自分ら
しいバランス」というものをまだ見つけられていない女性でも
いいのです。もし彼女が、そのバランスを探そうと自分と戦っ
てさえいれば。そうやって常にチャレンジしているところがす
ごく魅力的だし、THREEらしいんですよね。

エフォートレスという美しさ

内面に磨きをかけている人ほど、「エフォートレスに自分を魅
せる」という現代的な美しさを表現できるのだと思います。エ
フォートレスというのは、全力でがむしゃらに頑張っているア
ティチュードとは逆で、余裕のある自然体なアティチュード。
でもその美しさは、見えないところで自分を磨く努力をした上

THREEが生まれるまで

新しいビューティーブランドを日本で作るという話を聞いたの
は、2007年のことでした。私はNew Yorkベースのメイクアッ
プアーティストですが、その話を聞いたとき 、メイクとスキ
ンケアの両方があるブランドというのは面白いなと感じました。
キーワードの一つに「オーガニック」というのがあって、それ
もまたいいな、と。そこにメイクも組み合わせて、新しいライ
フスタイルをリアルに提案していくことを思いつきました。
私は昔から「陰と陽」という考え方が好きで、反対のもの同士
を組み合わせたとき生まれるバランスに面白さを感じていたの
です。そこで、当時のオーガニックとは真逆の現代的な都会感
やモード感をキーワードに加えながら、新しいブランドのコン
セプトを考えていきました。

THREEというブランド名は、コンセプトと同時進行で生まれ
たもの。象徴的で、シンプルで、新しいバランスや価値を感じ
させる名前をみんなで探していました。そんなあるとき、数秘
術の本の中で‘3 ’という数字が目に留まったのです。「創造」そ
して「バランス」を意味する3という数字に、「今まで掛け合
わされたことのない1と1を足して2にするのではなく、3に
なるくらい新しい価値を生み出したい」という思いが重なり、
THREEという名前に決定しました。

2009年9月、ブランドデビュー

デビュー後しばらくは、THREEが創ろうとしている価値をな
かなか理解してもらえない時期がありました。「なぜオーガニ
ックのものをかっこよくしないといけないのですか？」「ナチ
ュラルかモードか、絞ることはできないのですか？」と聞かれ

was not well understood. Some people said, ‘Why do 
organic things need to be chic?’ ‘Why don’t you go either 
natural or mode?’ Some people even said that they 
could  not understand what we were trying to do at all. Of 
course there were also other people who supported 
THREE from the beginning.
At this time I was thinking : ‘Why are people so resistant to 
making natural products cool and fashionable?’ So I 
responded to people like this; ‘These days it's even okay for 
people to do gardening in their high fashion brand clothing, 
isn't it?’ So let’s lose all the stereotypes and do something 
new and unique. We do not necessarily have to make 
something that already exists.

Actually, the value of THREE is hard to describe only with 
words. So we have been expressing that through our 
products and also the image of modern women. The 
women who symbolize THREE are those who have both 
experience and confidence.
There are so many women with beautiful faces, but what is 
truly important is how you form your personality based on 
your experience and how you express it. There is definitely 
something extra that comes from inside. Absolutely, it is 
important to have a balance that you like and that is unique 
to the person but it’s also okay if you're not in balance yet. If 
you're fighting with yourself to find a balance, those who 
are always challenging themselves look attractive and that 
resonates with the idea of THREE.

Effortless Beauty 

Modern beauty that looks effortless actually exists 
because of time spent cultivating yourself. Showing 
yourself as you truly are is just as important as polishing 

Before the debut

One day in 2007 I received a message from Japan while I 
was home in New York city and they invited me to create a 
new beauty brand together. My main career is as a makeup 
artist, but I thought it would be more interesting to create a 
brand that had both excellent makeup and skincare. One of 
the keywords was to be ‘organic’ and that was very 
fascinating for me. I wanted to create new, urban style 
organic cosmetics and advocate a new lifestyle  by 
seriously combining skincare and makeup.
I have always been inspired by the idea of ‘yin’ and ‘yang’. I 
find it interesting to see the balance that is achieved when 
opposites come together.
As the opposites of ‘organic’ were ‘urban’, ‘fashion’ and 
‘contemporary’ at that time, I wanted to develop a new kind 
of organic brand that could also include those concepts.

The name ‘THREE’ came about while we were in the 
process of creating the concept. We were going back and 
forth thinking about a word that was symbolic and simple 
and also implied an interesting balance and new value at 
the same time. 
Then, one day, my eyes were attracted to the figure of the 
number ‘3’ in a numerology book. It said ‘3’ represented 
‘creativity’ and ‘balance’ and that resonated with our idea 
of uniting things that do not usually go together. The idea of 
synergy : that ‘1 plus 1’ is not always ‘2’ but can actually be 
more than ‘2’. Rather, we wanted to create ‘3’ out of these. 
Hence we named our brand THREE.

Launched in September 2009

At first, the concept of THREE that we were trying to create 
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RIE is a contemporary makeup artist who is active in the world of fashion 
internationally. She moved from Japan to London in her twenties and after 
working in Paris she is now based in NYC. She has worked with many of 
the most celebrated fashion magazines, high fashion brands and popular 
artists. She aims to create sophisticated makeup and is an advocate for 
people’s individuality and self-confidence. She develops all of THREE’s 
makeup products from the ground up and as the global creative director 
of the entire brand she promotes the identity and philosophy of THREE 
throughout the world.

RIE OMOTO
THREE Global Creative Director

RIE OMOTO
THREE グローバルクリエイティブディレクター

世界中のモード界で活躍する、現代を代表するメイクアップアーティスト。
日本からロンドンへ渡った後、パリでの活動を経てNYに拠点を置く。
名だたるファッション誌やハイブランド、有名アーティストとの数々の
コラボレーションワークを通じ、洗練されたメイクアップと意思ある人
間像を世に発信。THREEではメイクアッププロダクトの開発にはじまり、
ブランド全体のクリエイティブディレクターとして、その基盤から
THREEのアイデンティティを支えている。

things and is flexible. Of course, what THREE says is a 
consistent philosophy, but we are not the same all the time 
or from every aspect. A brand that can naturally support a 
person who changes from day to day, lives an existence 
that is close to nature and always has positive energy. 
That's surely THREE.

yourself to look better. That’s beautiful. Putting effort into 
what you do is important and if you neglect that effort, then 
you may create a negative  effect on yourself. So it is 
important to have the mindset to cultivate yourself even in 
small things and always try to improve yourself. For 
example, it might be about your work progress, hobbies, 
skincare, makeup, eating habits, meditation time, and so 
on. Anything good for you can cultivate you. It will be 
wonderful if someone feels that ‘using THREE’ is good for 
them. That is the kind of brand that we want to be.

Also, we know that everyone has moments when they lose 
confidence at some point in life. All of us are judged by 
people around us on a daily basis. ‘This person can do 
good work, can not do it, is kind and nice, is not, is generous, 
is not’, and so on. I think the best defense for such 
judgement is inner confidence. 
By using THREE, you can be confident, be comfortable, 
and truly love yourself. Not only the outside but also the 
inside becomes beautiful. I hope that everyone can find 
their true self and is never afraid of being who they 
really are.

Wisdom, Intuition, and Balance

Those THREE’s essentials can be seen not only in our 
products but also the people who use THREE, who actually 
embody the human image that THREE builds. Of course 
each person is different, there are people with particularly 
deep wisdom and people with very sharp intuition.
Furthermore, every person has a different balance which 
varies according to the day. THREE is saying that that’s fine.
I guess that everyone has a slightly different image of 
THREE. I think it's good because THREE means various 

て、また日によって、バランスの取り方は違うけれど、それで
いい、それがいいのだとTHREEは言いたいのです。
きっと皆さんが持っているTHREEのイメージも、どこかしら
少しずつ違うはずです。それはTHREEの中に柔軟性と多様性
があるからこそで、私たちはいつどこから見て、どこを取って
も変わらないというブランドではありません。もちろんTHREE
の中に一貫したフィロソフィはありますが、THREEはこうだ
と決めつけてしまうと、窮屈に感じてしまうのではないでしょ
うか。「こういう自分になりたい」と思いながら日々変化する
人間が、THREEを使うと今日の自分でいられる、明日の自分
になれる、自分にポジティブなパワーをチャージできる…。
皆さんにとってTHREEがそんな存在としてずっと寄り添って
いけたら嬉しく思います。

に存在するものです。自分をすごく磨いた上で、ありのままの
自分を見せることが美しいのです。
人は自分を磨く努力を怠れば怠るほど、ネガティブな自分にな
ってしまうもの。だからどんなに小さなことでもいいから、自
分に磨きをかけようと思う気持ちが大事なんです。それが仕事
であったり、趣味であったり、スキンケアやメイクであったり、
食事であったり、メディテーションであったり、自分にとって
いいことはすべてが自分磨き。その中の一つがTHREEを使う
こと、THREEを使っている自分であったらいいなと思って、
メッセージとプロダクトを発信しています。

それでもどうしても、生きていれば誰でも自信をなくしてしま
うときはあるのです。私もそうですが、人と関わっていると常
にジャッジメントにさらされています。この人は仕事ができる
人、できない人、優しい人、怖い人、いい人、そうじゃない人、
など…。そんな周囲からのジャッジに一番効くクスリというの
は、やはり自分の内面にある自信だと思うんです。 
THREEを使うことで、自分に自信が持てる。余裕が持てる。
自分を好きになれる…。すごくシンプルなことですが、
THREEと出会うすべての人たちが自分らしさを見つけて、自
分らしくあることが怖くない、ありのままの自分でいられるよ
うに。そんなことを願っているんです。

知性と感性、そしてバランス

‘WISDOM’ ‘INTUITION’ ‘BALANCE’というブランドのエッセン
シャルは、THREEのプロダクトはもちろん、私はそれを使う
人たち、THREEとつながる人間像の中にあると信じています。
一人一人が違う人間ですから、知性がより深い人もいれば、感
性がより鋭い人もいる。陰と陽のバランスと同じで、人によっ
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心・からだ・肌のバランスを感じて、
自分本来の美しさを総合的に引き出すこと。
THREEはこの基本的なホリスティックケアの
概念をさらに掘り下げ、その先にある社会や自然、
自分自身の調和がもたらす、本能的な生命力と美しさを
一人一人に宿すことを目指します。

その扉を開く鍵こそが、植物という天成のギフト。
私たちのあらゆる感性にしなやかに寄り添う、
精油の一滴から感じる自然の鼓動。
現代の科学ですら生み出すことのできない、
みずみずしい植物エキスの包容力。

収穫時期や抽出方法まで厳選した貴重な原料をもとに、
深い知識と高度な技術、
豊かな感性をもってブレンドすれば、
自然の恵みはまさに想像を超えるほどの
力を発揮し得るのです。

自分自身をもっとも身近な自然と捉え、
日々その変化に向き合いながら、
自身をとりまく地球の自然環境にも配慮すること。
地球のリズムと自らのリズムを感じて、
共鳴し合うように生命を輝かせる、
セルフケアを超えた美しい人としてのありかた。

それこそがTHREEのめざすホリスティックケアです。

Feel the balance of the mind, body and skin to 
comprehensively bring out your own intrinsic beauty.
THREE delves further into the basic
‘holistic care’ concept.
We aim to bring out the innate vitality and
beauty in everyone,
To evoke the harmony of nature to help heal our society
and ourselves.

The key to open the door is the blessed gift of the 
essence of plants.
A drop of essential oil contains both heavenly aroma 
and the pulse of nature.
The capacity of fresh and fragrant plant life to gracefully 
stimulate all the human senses.

The blessings of nature can go beyond the imagination 
when precious raw materials that have been 
carefully selected, 
Even down to their harvest times and extraction methods 
are blended with deep knowledge, advanced technology
and a keen sensibility.

See yourself as a part of nature,
See how you change everyday,
And how you mirror the natural environment
around you.
Go beyond self-care and become your own
beautiful creation,
Feel the rhythm of the earth and the rhythm of the self,
Shine in resonance with everything around you.

This is the truly holistic care that THREE strives for.SKINCARE / BODY CARE / SCALP & HAIR / ORAL CARE /
INNER RHYTHM CARE / MEN’S CARE / BABY & KIDS / FOR THE HOME

P R O D U C T  C O N C E P T

THREE  HOLISTIC  C A RE

自然のリズムと調和して、心・からだ・肌のすべてに。
Mind, Body, Skin: Harmonize with the power of nature.
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P R O D U C T  C O N C E P T

THREE  B A SE  M A K EUP

生命感を解き放つ、素肌のような美しさ。
The beauty of naked skin that stimulates our sense of being alive.

生まれ持った素肌を生かしながら、
自分らしい輝きに満たされるように。
THREEのベースメイクアップが叶えるのは、
生命感あふれる洗練された肌。

そこに宿るのは、肌の奥から発光するような
ナチュラルな「ツヤ感」。
うるおいと余裕を感じさせる
エフォートレスな「透明感」。
そして、表情をより生き生きと弾ませる
ヘルシーな「血色感」。

美しさの追求は、素肌そのものにまで。
フレッシュな肌感を一日中保つため、
スキンケア発想に基づき厳選された
植物由来成分を配合。
朝にメイクをなじませた瞬間から
夜そのメイクを落とした後まで、
触れるとほっとするような心地よい質感へ誘います。

肌も、心も、表情まで、
自然体でいられるバランスに近づくこと。
その日のコンディションや
なりたいイメージに合わせた、
自分らしさが透けて見える美しさを叶えること。
それは、自分を隠し覆うためではなく、
自分が持っている美しさを一層引き出すための
ベースメイクアップです。

THREE’s Base Makeup has a refined, natural feel
to ensure an authentic, sophisticated beauty 
and guarantee your satisfaction.

A natural glow that shines from deep within the skin,
Effortless transparency that maintains moisture
and comfort,
A healthy complexion and a lively expression.

You can stay comfortable and feel light and alive 
throughout the day from applying the makeup to after 
taking it off.
Our base makeup formula is carefully selected and 
formulated from the very best plant-derived ingredients 
just like our skincare.

THREE can adjust to the conditions of your day and 
exactly how you wish to be.
Balancing your skin, mind, and natural expression
to achieve a translucent beauty that lets your true self 
permeate through your healthy skin.

Not to hide yourself, but to reveal your true beauty.
This is the gift of THREE’s Base Makeup.
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P R O D U C T  C O N C E P T

THREE  POINT  M A K EUP

自分らしさが躍動する、メイクの先に広がる世界。
A world beyond makeup where individuality can truly come alive.

モードなインスピレーションと、
内なる自分らしさを捉えて。
今日の自分というバランスを
エフォートレスに描き出す
THREEのポイントメイクアップ。

表情だけでなく心の奥底までをも動かす、
感性豊かな色と光。
アーティストの手にかかったように、
洗練された質感と仕上がり。
自分がふわっと輝く瞬間を、
一塗りで生み出せるポッシビリティ。

マチュアにも、イノセントにも、
ハンサムにも、センシュアルにも…
楽しみながら心を解放すれば、
どんな自分にもなれるということ。
ニュートラルな柔軟性の中に、
しなやかな自信を育てて。

可能性を広げながら、一層自分らしくなっていく。
選んだ色を重ねるごとに、
ポジティブなパワーに満たされていく。
THREEのメイクの先に、
もっと自由に躍動できる世界が広がっています。

Taking inspiration from the beauty of contemporary 
fashion and your own inner individuality, 
THREE point makeup effortlessly creates the right 
balance for who you are today.

Emotional colors and shades that change not only your 
outer expression but also the depths of the heart.
Sophisticated textures and finish as if created by a 
professional artist.
The possibilities of use that produces a gentle spark of 
joy with just a single touch.

Mature or innocent, handsome or sensual...
If you liberate your mind with a joyous heart,
You can be whoever you want to be.
Nurture grace and confidence
with balance and flexibility.

The more you expand your potential,
the more you become who you are.
The more you layer your chosen colors,
the more you are filled with positive energy.
The makeup of THREE can open the door to a world 
where you can be truly free and alive.
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Experience gives you confidence, 

With confidence comes composure,

These factors create possibility,

From these possibilities come a true beauty.

This is the mission of THREE

FIND YOUR BAL ANCE


