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この他にも、信頼の高いブランドを多数取り扱っております！ お問い合わせください。
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◆体験して頂けるコース

－肌のくすみ、乾燥に－

フェイシャル プラセンタコース

たまった角質や毛穴の汚れを取り除き、
プラセンタ効果で潤いと活力を与えて
いくスペシャルコースです。

※初回ご購入は、誓約書が必要です。
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ダマスクローズを水蒸気蒸留し
た、天然のダマスクローズ水
100％のローション。
素早く角層へ浸透してすみずみ
までうるおし、すぐにしっとりし
なやかな肌感触へ。メイクの上
からも使えるスプレータイプで、
乾燥が気になるときにもお使い
いただけます。

肌あたりやわらかな
化粧水

￥3,600100mL

クレメンス オーガニクス
ハイドレイト ミストトナー 

￥4,30050mL

クレメンス オーガニクス
ＵＴ バイオムミストトナー

敏感に傾きがちなお肌や、刺激
を感じやすいお肌タイプに。世
界で最もビタミンCが多いと言
われるカカドゥプラムエキス、発
酵エキス、グリーンティーエキス
配合で現代のめまぐるしく変化
する環境にも揺るがない肌に整
えます。

うるおいたっぷり
お肌をみずみずしく

オーストラリアの自然療法医が開発した
本格オーガニックコスメ
オーストラリアの自然療法医（ナチュロパス）が開発した、本格オーガニックコスメ。乾燥や赤ら、ニキビ・皮
膚炎など、敏感肌のケアと同時にエイジングケアもこなす、ラグジュアリーでパワフルな、ナチュラル100％
コスメです。（全商品、ＡＣＯコスモスオーガニック認証コスメ）

乳液

オレイン酸が約80％含まれ肌の
皮脂と類似しているユチャをメ
インにしたエマルジョン。乾燥な
どの外部刺激からも守り、バリア
機能を正常化し健康な素肌へ導
きます。重さが苦手な方にもお
使いいただける、すっとなじむテ
クスチャー。爽やかな香りの乳
液。

カメリア（椿）オイル、ダマスクロー
ズオイル、ベアベリーエキス、など
複数の植物オイルをブレンドした
濃厚なオイルにより、お肌をいた
わりながらメイク汚れや古い角質
層をクレンジング。
ダブル洗顔不要。

ベタツキ感なく理想的な
肌コンディションに

シルキーな質感で
ふっくら明るい肌へ

クレメンス オーガニクス
ＵＴ エマルジョン

￥4,50050mL

クレメンス オーガニクス
ＵＴ フェイスクリーム

￥6,50050mL

クレメンス オーガニクス
ＵＴ アイクリーム

￥5,30015mL

クレメンス オーガニクス
フェイスセラム

￥6,50030mL

クレメンス オーガニクス
ＵＴ バーム

￥4,50060mL

￥7,600250mL
￥3,800100mL

ラグジュアリーでパワフルな植物由来成分100％コスメ

オーストラリアの
ナチュロパスとは？
オーストラリアで自然療法医（ナチュ
ロパス）は、医師と同等のクリニック
を開業できる有資格。
症状を抑えるのではなく、ナチュロパ
シー６原則を基に、潜在している根本
原因を治療する。治療では、植物療法
や栄養学、サプリメントを用い、ライ
フスタイルの提案を行う専門医。

・内容成分の95～100％が自然由来の成分であること
・植物原料の95～100％が有機農法、遺伝子組み換えしていない農法によって作られた原料でなければならない。
・完成品の最低20％は有機農法によって作られた原料であること
・ヨーロッパの基準で厳格に定められてる原料以外の成分は使用できない。そして植物原料以外の成分の使用は内容量の5％以下であること。
・製品に使われるすべての成分、原料は環境に悪影響を与えない生分解性のものでなければならない。 などの審査基準をクリアしたオーガニッ
ク化粧品の認定マークになります。

※COSMOS ORGANIC （コスモス オーガニック）は認定にとても厳しい審査基準があります。

クレンジングミルク

クレメンス オーガニクス
リファイニング クレンジングミルク

多彩な美容成分を含むオー
ガニックアロエベラ、ローズ
ヒップオイル、カレンデュラエ
キスを中心に、厳選した植物
エキス配合。
押しあがるような、手応えの
あるハリ感へ導きます。

精製水を一切含まない
濃密クリーム

フェイスクリーム

オーガニック認証植物成分を凝縮し
た、水を一滴も使用しない濃密アイク
リーム。
目元の乾燥・ハリをサポートする植物
を厳選して取り入れました。すっきりと
肌を引き締め、弾むようなハリと明る
さをもたらします。
目元の乾燥や、エイジングサインを感
じている方へ。

目元を保湿・ハリを与え
明るい印象へ導くアイクリーム

アイクリーム

お肌にハリを与えるローズ
ヒップオイル、やさしくカバー
するカレンデュラをベースに、
カサつき、肌あれなどのトラ
ブルが気になる肌に。香りは、
うっとり華やかなダマスク
ローズの香り。すべての年代
の方にお使いいただける美
容オイル。

美しいお肌をつくるために
ブレンドされたオイル

美容オイル

お肌にハリを与えるロー
ズヒップ、やさしくカバー
するカレンデュラ、肌荒れ
を防ぐカミツレなどの数
種類のオーガニック認定
植物オイルをブレンド。お
手入れの最後に薄く使用
しますと、乾燥により荒れ
がちなお肌を保護します。

お顔にもボディにも使える
多機能バーム

バーム

クレメンス オーガニクス
ＵＴ リップ

￥1,8005mL

クレメンス オーガニクス
2 in１フェイススクラブマスク

￥5,50050mL

主成分は、シアバター、ホホバ
種子油などのエモリエント成
分で、香りはアボリジニの間で
森の治療薬と知られていたレ
モンマートル。
乾燥しがちな唇をしっとりさ
せ、乾燥による唇のキメが気
になり始めた方にもおススメ。

乾燥しがちな唇をしっとり
させるリップクリーム

リップクリーム

オーガニックローズヒップシー
ド顆粒が、重なった古い角質層
に働きかけて皮膚のターンオー
バーを促進させ、角質肥厚しに
くい肌環境に整えます。
クレイ配合のベースで、肌をな
めらかにし、透明感ある肌へと
導きます。しっとりコクのあるシ
アバターも配合。

肌をなめらかにし
透明感ある肌へ

スクラブマスク

クレメンス オーガニクス
ベビーオイル

￥4,500100mL

原材料の97％以上がオーガ
ニック認証原料のベビー用オ
イル。なじみの良い軽い感触
のカメリアオイルがお肌にす
ばやく浸透（角質層まで）し、
外的刺激から肌を守り、ハリを
与えます。肌を優しくいたわる
カレンデュラも配合。心落ち着
くラベンダーの香り。

外的刺激から肌を守り
ハリを与える

ベビーオイル

クレメンス オーガニクス
フェイスクロス

￥1,300

コットンよりも柔らかい、竹の繊維を使用したフェ
イスクロス。
お肌に負担をかけず、優しく拭き取ります。クレン
ジングやスクラブマスク使用時の拭き取りにおす
すめです。

竹の繊維を使用したフェイスクロス
フェイスクロス

クレメンス オーガニクス
UT ボディミルク

￥6,300250mL

ローズヒップオイル、アプリコット
オイル配合で、ふだんのボディや
手のお手入れにはもちろん、かか
との乾燥や手荒れ予防など、集中
保湿にも効果的。
子どもから大人まで、幅広い年代
で使用できます。ラベンダーの香り
で幸福感と自然の安らぎに包まれ
ます。

家庭に１本常備して
おきたいボディミルク

ボディミルク

クレメンス オーガニクス導入セット

クレメンス オーガニクス 導入セット

※導入セットをご購入いただくと
　掛率が変わり、テスターが購入できます。

☆詳しくはお問合せ下さい
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￥4,200100g

美肌菌*を育む
菌活洗顔*1 クリーム
“落とす”効果はそのままに、美肌菌を育
む“ニューノーマル洗顔”。日々のスキンケ
アでお肌の常在菌バランスを保つこと
で、素肌環境がキープされ、トラブルを起
こしにくい肌力を備えた健やかな肌へ。

ご購入は導入が必要です
※単品購入可能商品は、導入なしでもご購入いただけます。

保湿美容液

バイオラブ
セラム メルヴェイユ

バイオラブ
ネトワイヤージュ ラルミーユ SP

年齢を重ねた肌に、11種類の植物成分を
集中的に届けます。ハリ・ツヤを与え若 し々
い印象肌の土台となる力を保ちます。日差
しによる乾燥などの外的ダメージが気に
なる肌の保湿におすすめです。

ハリのある上向き印象の肌に導く
リフトケア美容液

薬用セラム ブランシサン クレム ブリヤンテ

マスクパット ネトワイヤン

きらめき美肌に整える
超バリアクリーム

爽やかなハーブの香りの
泥パック

美肌を制する“ コントロール美白*1 ”
美容液

朝晩使用することで、乾燥や紫外線
ダメージなどのエイジングリスクか
らお肌を守ります。肌本来の防御機
能やモイスチャーバランスを整え、
潤いに満ちたハリ肌を保ちます。

毛穴の奥の汚れや詰まった皮脂を
吸着させ、すっきりと落とします。
ミネラルを含む天然泥と保湿効果
のあるハーブが水分と油分のバラ
ンスを整え、健やかなお肌を保ち
ます。

ビタミンＣ誘導体*2と独自の植物
成分処方でシミ生成ルートに段階
的にアプローチ。

ゆらぎ肌

毛穴汚れ

ゆらぎ肌

＊１メラニンの生成を抑え、しみそばかすを防ぐ
＊２Ｌ-アスコルビン酸 ２-グルコシド（有効成分）

保護クリーム

洗顔クリーム

＊美肌菌=表皮ブドウ球菌
＊1=美肌菌を残して洗うこと

泥パック

●クレム ブリヤンテ（保護クリーム）3ｍL
●ネトワイヤージュ ラルミーユ（洗顔クリーム）5g

B
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※導入していただくと、店販用商品は全て購入が可能になります。
　業務用商品は導入商品のみ購入が可能です。

※導入していただくと、店販用商品は全て購入が可能になります。

A～Eの中から各1本（合計5本）

1本 1本プロファイル ジェル プロファイル クリーム

ご購入は導入が必要です

●店販用パンフレット〈1
5枚〉 ￥600

●ショッピングバッグ〈1
0枚〉 ￥1,000

3 4

リラクシング バスオイル

ピュリファイング バスオイル

クラリファイング バスオイル

ハイドロ バスオイル

トーニング バスオイル

こり・ゆがみドレナージュ
こり・ゆがみ ドレナージュ 導入セット

                  ～
@

ポール・シェリー導入は本来導入セット  ―  万～
でしたが、  ―  で、「こり・ゆがみ
メンバーサロン」として登録可能となります。
導入セット購入後、理論講習（約90分）、
技術講習（約30分）の無料動画視聴をしていただきます。10

背骨＆巻き肩トリートメント

10

骨盤トリートメント

サロン様ご案内資料

ご紹介用動画

どんなサロン様でも導入しやすいコースがポール・シェリーから誕生!!
コロナ禍で増えたお客様の悩みに提案できるコースです。

自律神経の乱れは、こり・ゆがみが原因！歪みを整えることで“不調”を解消！！

全身トリートメント60分～
「骨盤まわり」「背骨まわり」の緊張を
緩和、バンテージで正しい位置に
導きます。

内容

メニュー単価

原価

「ポール・シェリー プレシャスサロン特別セット」のご注文をいただき、導入講習動画を
ご視聴いただくと、「ポール・シェリー プレシャスサロン」の登録がなされます。

ポール・シェリー プレシャスサロン 業務用セット

ポール・シェリー プレシャスサロン 店販用セット
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洗練されたHARIが、ダイレクトに変化を届けます。
毎日の手間は、塗ることだけ。ファンデーションとは
一線を画す「pin（留め金）」で「inject（注入）」する
『pinject』クリーム。

世界初の治療系
ファンデーション ご自宅でエステ級の仕上がりを体感できる、ホー

ムエステスペシャルケアセット。

50日間のスペシャルケア

スピケア
V3 エキサイティングファンデーション

スッキリと引き締
まったボディ肌へ!
太もも・ヒップ・ウ
エスト・二の腕など
をマッサージでほ
ぐしながら、肌を引
き締め、ハリを与え
る温感クリーム。

もっと深部から、もっと早く
効果を実感できる温感クリーム

エラバシェ
デリピデックス 11.6
コアバーニング

エラバシェ
セーラムマジストラル
ブランドゥタン

イノスピキュール シリーズ

エラバシェ
クレームマジストラル
ブランドゥタン 15.3

呼び覚まされる肌感触
と押し返すような弾力、
美しく引き締まった印
象へ導きます。年齢とと
もに増す肌悩み対策に
効果的です。

美しく引き締まった印象へと
導く集中ケア美容液

エラバシェ セーラム
マジストラル ティシュレックス 14

￥10,00030mL

環境や外的刺激による
乾燥トラブルやお悩み
に植物由来成分とテク
ノロジーでアプローチ
するクリーム。成熟した
肌特有の不安定さ、年
齢サインを整えふっくら
としたハリのある肌へ。

乾燥トラブルやお悩みに
アプローチするクリーム 

エラバシェ 
クレームマジストラル
マトリレックス31

￥15,00050mL

シミ、ニキビ跡だけ
ではなく毛穴やシ
ワ、たるみによって
引き起こされる
「影」に対して「3つ
のアベック美容再
生成分」が多方面
からアプローチ！

完璧な肌を目指す
ナイトクリーム

￥10,000

￥8,000
￥7,000
￥500

50mL

レフィル・15g
セット・15g

専用パフ

『V3』と同じ針が25000本も入ったナ
イトクリーム。更に最先端の美容成
分AQUA GGをたっぷり配合。フェイ
スラインをV字ラインに輪郭形成し、
25000本の針で止め、驚きの結果を。

2万5千本の
天然針クリーム

プレジスト Vフィックス
アメージングクリーム

￥20,000
￥25,000トラベルパック

15枚入

50g

酸化によるくすみ「灰」、糖化
による「黄」ぐすみ、炎症や血
行不良による「赤」み、メラニ
ンによる色素発生「茶」、面と
点で発生する色ムラを原因
に向けて有効成分が働きか
けます。

点と面へアプローチする
美容液

￥9,00030mL ￥10,000180mL

いまだかつてないHARI美容。上辺だけじゃないコスメの誕生です。
メイク＝一時的な補正、エイジング＝衰え、化粧品＝ぼんやりした効果…そんな時代は、もう終わり。
これからはメイクタイムを美容医療の時間に当ててください。
洗練された海綿抽出の天然HARI（イノスピキュール）が、ダイレクトに変化を届けます。

特殊技術で高密度
ヒアルロン酸をコー
ティング！自然とバイ
オテクノロジーから
生まれたスピキュー
ル専用マスク。

1袋に300本のイノスピキュール
を配合、顔面美肌形成マスク

スピケア
V.O.S.マスク

￥15,00010枚入

スピケア
V3 ハリセット

￥24,000

①ハリ セラム
●セット内容

②ハリ バイオセルロース マスク

③ハリ デイリー クリーム

精製された天然針イノスピキュールを配合することでメイクをしている間も皮膚を健やかに保ちます。特殊技法
によって針自体に（※角質層まで）コーティングされた人体臍帯血幹細胞培養液は89種類のペプチドを含有。
10日に1回の使用で、整った肌に更に水分と美肌成分を補給し、元気になれるようサポートします。

植物由来原料の微生物を培養して作られたバイオセルロースに特殊な製法でヒアルロン酸をコーティングしたも
のがクリスタルバイオセルロース。フィット感、なおかつ保湿性も高い為、蒸発して逆に肌を乾燥させてしまうことも
ありません。含浸させる美容液は水溶性も油溶性（乳化タイプ）まで様々なものに対応できます。
10日に1回の使用で､お肌によりしっかりと水分と栄養を補給します｡

イノスピキュール以外にも、５種ヒアルロン酸、ブライトニング５種類、高機能ペプチド５種類、AquaGGを配合し高
濃度成分が凝縮されています。
毎日の使用で、肌のコンディションを整え、年齢肌に潤いを与えます。

V3 HARI SET
品 名

※初回ご購入は、誓約書が必要です。

https://willap.jp/p/acc_3670/200917EBrenewal/
サロン登録いただいた方全員に、エラバシェの
製品テキスト(pdf) をお送りいたします。

右記のURL にアクセスしていただきサロン登録をしていただく
ことによって全ての商品が単品からご購入いただけます

ファンデーション ケアセット

クリーム シートマスク

HARI 10,000本配合

HARI 18,000本配合

HARI 3,000本配合

HARI 25,000本配合
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フェイスラインを引き上げる
シート状美容液マスク
たっぷり美容液を含んだ滑ら
かで柔らかい感触のマイクロ
ファイバーシートで、DMAEや
カルノシン配合により、肌
にハリとツヤを与え積
極的にケアできる、シー
ト状美容液マスクです。

MT コントア マスク

たっぷり美容液を含ん
だ滑らかで柔らかい感
触のマイクロファイ
バーシートが心地よく
密着。乾燥により荒れ
た肌を優しくいたわり、
潤いで満たします。

乾燥や炎症からお肌を守り、保水感の
あるシート状美容液マスク

30mL×30枚

サロン価格（税別）

￥8,40030mL×6枚
小売価格（税別）規 格

3種類の植物幹細胞成分とうるお
い成分を配合した乳液です。
肌を包み込む濃厚なテクスチャー
で、しっかりとうるおいを保ちなが
ら、触り心地の良いやわらかな肌
へ導いていきます。
弾力のあるみずみずしい肌へ。

幹細胞ケアで
シルクのような極上肌へ

MT ステムエマルジョン
サロン価格（税別）

￥14,00050mL
小売価格（税別）規 格

MT アクティベイト マスク

30mL×30枚

サロン価格（税別）

￥10,80030mL×6枚
小売価格（税別）規 格

ステムケア
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粉末状美容液

特許製法により肌へのコラー
ゲンの浸透を高めることに成
功。さらに肌と同じ【3重らせ
ん構造】を維持したままのコ
ラーゲンをナノ化しているの
で、肌に入るとコラーゲンの
赤ちゃんと認識され、奥から
ハリがよみがえります。

お手持ちの化粧品と合わせられる
粉末状美容液

ポリシー
パウダーエッセンスCO

￥12,0005g
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4,200 4,400 4,200 8,500

7,300

乾燥から肌を守り、一日
中潤いで肌を満たしま
す。ジェルテクスチャーが
さらっと肌に浸透し、潤
いが12時間持続します。
保護クリームや美容液と
してはもちろん、クリーム
やマスク、ファンデーショ
ン、下地クリームなどとブ
レンドしてお使いいただ
くのもおすすめです。

そのお肌のゆるみ、ヒト幹細胞がすばやく解決。

透ける、白肌。シミの原因を
４ステップブロック。

うるおいめぐる弾むハリ肌を
叶えます。

最新テクノロジーから生まれた「ヒト幹細胞培養液」に海洋深層水と数種類の美容成分を贅沢に配合した
SCボーテプレミアムシリーズ。
気になるお肌のゆるみ、たるみなどお肌の悩みを最先端のヒト幹細胞コスメが解決いたします。
ヒト幹細胞培養液は、幹細胞を培養する過程で生成される成分で、この成分には５００種のたんぱく質と
成長因子、酵素などの豊富な美容成分がSCボーテプレミアム全てに含まれています。

ＳＣボーテ
プレミアム インジェクション

￥6,000
2g×12本
2g×4本

ヒト幹細胞培養
液、2種類の植物
幹細胞エキス、天
然 微 細 針スピ
キュール、持続性
型水溶性ビタミ
ンC誘導体配合。
天然微細針入美
容液。

針を使わない注入美容液

ＳＣボーテ
プレミアムローション

￥6,500
350mL
120mL

ヒト幹細胞培養液、ＥＧＦ
酸、８種類のアミノ酸、
スーパーヒアルロン酸海
洋深層水配合化粧水。

保湿しながらみずみずしい
ツヤと弾力のある
お肌へ導く化粧水

ＳＣボーテ
プレミアムエッセンス

￥12,000
60mL
30mL

ヒト幹細胞培養液、ＥＧＦ、Ｉ
ＧＦ、ＦＧＦ、マトリキシル３
０００コラーゲン、エラスチ
ン、スーパーヒアルロン酸、８
種類のアミノ酸、レチノール、
コエンザイムＱ１０、海洋深
層水配合美容液。

有効成分を贅沢に配合
したエイジングケアの
先行美容液

ＳＣボーテ
プレミアムクリーム

￥8,000
250g
30g

ヒト幹細胞培養
液、ＥＧＦ、ＩＧＦ、
ＦＧＦ、ＴＧＦ、ＴＲ
Ｘ、フラーレン
コエンザイムＱ１
０、海洋深層水配
合保湿クリーム。

お肌のなかからぷるんと弾く
ようなハリ肌へと導くクリーム

ＳＣボーテ
プレミアム リバイタマスク

￥6,000
20mL×30枚

20mL×4枚

ヒト幹細胞培養
液、フラーレン、
EGF、IGF、FGF、
TGF、TRX、マトリキ
シル3000、海洋深
層水配合。

竹の繊維を含む特殊な
フェイスマスク

先端のエイジングケア「ＳＣボーテ シリーズ」

薬用美白美容液シリーズ、ピュアホワイトが
プレミアムになって、誕生!!
美白有効成分「トラネキサム酸」配合の薬用
シリーズ。

お肌に必要なミネラル（NMF因子）を含んだ
浸透性に優れた「海洋深層水」をベースに、
皮膚再生医療から生まれたグロースファク
ター（細胞増殖因子）世界実証済みの最新機
能性ペプチド「マトリキシル３０００」など…
うるおいめぐる弾むハリ肌を叶えます。

※初回ご購入は、誓約書が必要です。
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●BODY CAREもあります。

アルゴテルム
オーミセラ コンフォート

アルゴオーシャン

ユズ

ダイアモンド

YUZU

DIAMONDO

輝く素肌へ導く〈ブライトニング〉

ワンランク上の質感の肌へ〈プレミアムエイジングケア〉

アルゴエクラ
ALGOECLAT
深呼吸したような
すこやかで輝きのある肌へ
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サロン価格（税別）

スパトリートメント
HAS ディープクレンジングバーム

￥3,80075g
小売価格（税別）規 格

クレンジング成分を固めた、バーム状のク
レンジングです。お肌に乗せると素早く溶
け、お肌の隅々にオイルがいきわたり、落
ちにくいアイラインやウォータープルーフ
機能のメイクも一
度でしっかり落とし
てくれます。

クレンジング成分を固めた
バーム状のクレンジング

クレンジング

280g

サロン価格（税別）

スパトリートメント
HAS ウォッシングフォーム

￥3,800
￥8,000

120g
小売価格（税別）規 格

モロッコの自然豊かな大
地でゆっくりと時間をかけ
て作られた、上質の粘土
「モロッコ溶岩クレイ」を配
合。吸着力に優れお肌の
汚れや古い角質をしっか
り取り除いてくれます。

上質な粘土「モロッコ
溶岩クレイ」を配合

洗顔

500mL

サロン価格（税別）

スパトリートメント
HAS モイストローション

￥4,800
￥11,700

120mL
小売価格（税別）規 格

ローション本来の目的である
「保湿」に特化しました。HASや
βグルカンの他にも、ヒアルロ
ン酸・コラーゲン・エラスチン・
セラミドなどの成分を配合し、
お肌の基礎を潤いのある状態
に整えます。

「保湿」に特化した
ローション

ローション

60mL

サロン価格（税別）

スパトリートメント
HAS モイストエッセンス

￥9,000
￥25,000

15mL
小売価格（税別）規 格

HASの良さを実感していただ
く為に、HASを高濃度配合※し
ました。HAS（保湿成分）が年
齢を重ねたお肌に潤滑力を
与えてくれるエイジングケア
エッセンスです。
※スパトリートメントＨＡＳ
シリーズ比

ヒト由来幹細胞の
HASを高濃度配合※

美容液

150g

サロン価格（税別）

スパトリートメント
HAS モイストクリーム

￥8,000
￥14,200

30g
小売価格（税別）規 格

濃厚なクリームがお肌の水分蒸発を防い
でくれます。 様々な美容成分がお肌から逃
げないよう、メドウフォーム油が薄く滑ら
かなヴェールを形成し美容成分の浸透※

を助けてくれます。
※角質層まで

濃厚なクリームが
お肌の水分蒸発を防ぐ

クリーム

先進技術「H・A・S（ヒト由来幹細胞）」で未来肌を変えていく

〈お肌が本当にほしがっているものは何なのか〉を
追求した結果誕生した「スパトリートメント」
HASとは幹細胞を培養する過程から生成されるタンパク質の複合体のことです。
「スパトリートメント　エイジングケアシリーズ」に使用している幹細胞は、人の脂肪から取られた幹
細胞を培養し、抽出したものを使用しています。先進テクノロジーから生まれた「HAS」は、厳しい品
質検査やテストを繰り返し行い、数々の論文・研究成果から生まれた未来肌を作るエキスです。

サロン価格（税別）

デュフラ フィトフォース
クレンジングジェル

￥5,2001000mL
小売価格（税別）規 格

サッパリとした使用感でふ
きとりや洗い流しが簡単。
12種類の植物エキスを配
合し、デリケートな肌にもお
使いいただけるオールスキ
ン対応の肌にやさしいクレ
ンジングです。

汚れをしっかりと包み込む
クッション性のあるジェル

クレンジングジェル

サロン価格（税別）

デュフラ フィトフォース
ウォッシングフォーム

￥3,300250g
小売価格（税別）規 格

洗い上がりはしっとりツルツ
ル。殺菌、デトックス効果が
あるクロロフィルと肌のター
ンオーバーを促進するフ
ルーツ酸の働きで、つっぱら
ず毛穴の奥までスッキリす
る洗顔フォームです。

植物エキスやヒアルロン酸、
コラーゲンなどを配合

洗顔

サロン価格（税別）

デュフラ フィトフォース
モイストローション

￥5,2001000mL
小売価格（税別）規 格

天然ローズ、ヒアルロン酸、
コラーゲン、植物エキスが浸
透し、潤いと活力のある健康
な肌に。デリケートな肌にも
お使いいただけるオールス
キン対応化粧水です。

さっぱりとした使用感で
深く潤う保湿ローション

ローション

サロン価格（税別）

デュフラ フィトフォース
モイストクリーム

￥6,400150g
小売価格（税別）規 格

外的乾燥から肌を保護
する植物性セラミドと、
内側からうるおいを保つ
ヒアルロン酸と植物エキ
スに加え、お肌の弾力に
掻かせないコラーゲン
を配合。肌あれを防ぎ、
うるおいが持続します。

良質な保湿成分を配合した
贅沢な保湿クリーム

クリーム

8g×30包入

サロン価格（税別）

デュフラ フィトフォース
ブライトＣ ジェルパック

￥3,800
￥9,000

8g×10包入
小売価格（税別）規 格

ジェルを手に取り、そのままお顔
や首・デコルテに塗り伸ばすだ
け。ビタミンC10％と10種類のビ
タミンC配合の
ジェルパックが
キメを整え、毛穴
を引き締め、透
明感のある肌へ
と導きます。

ビタミンC10％と
10種類のビタミンCを配合
ビタミンC10％と
10種類のビタミンCを配合

パック

上質のサロンケアに最適な高品質で、たっぷり使える大容量サイズ

“肌ストレス０（ゼロ）” をめざして…
オールスキン対応のプロユースシリーズ

結果を求められるエステティックサロンのプロユース化粧品としてエステティシャンの声から生まれた〈デュフラ〉。
そのデュフラから “肌ストレス０（ゼロ）” をめざして…オールスキン対応のプロユースシリーズ〈デュフラ フィトフォース〉が誕生しました。
無着色・無鉱物油・アルコールフリーはもちろんのこと、厳選された12種類の植物エキスを配合した高品質なラインナップです。

スパトリートメント
HAS フェイスマスク

スパトリートメント  i マイクロパッチ スパトリートメント
HAS ストレッチiシート

※スパトリートメント商品はP.22～23でもご紹介しております。

フィトフォース

Phyto-Force
Organic

オーガニック
デュフラ

DEIUFRA
PREMIUM

プレミアム
デュフラ

DEIUFRA
Phyto-Force

フィトフォース
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宮古ビデンス・ピローサと春ウコンをリッ
チに配合。相乗効果で肌のバリア機能を守
り、ストレスを寄せつけないツヤのある肌
へ。やわらかく、肌の上でとろける質感に高
揚感で満ち溢れます。
ラベンダーとティー
トゥリーの香り。

外的ストレスから
素肌を守る

アムレース
リッチクリーム

さらっとしたテクスチャー
で、角質層の隅々までハリと
うるおいを届けます。
うるおいを満たすことでや
わらかくストレスに負けない
肌へ導きます。
ラベンダーとティートゥリー
の香り。

強く、みずみずしい
素顔へ

アムレース
モイスチャーローション

しっとりと保湿をしながら
も、べたつかない軽やかな
肌ざわりのミルク。肌質を問
わずに、うるおいベールが、
なめらかな肌をつくりあげ
ます。
ラベンダーとティートゥリー
の香り。

肌の油分＆水分を
黄金バランスへ

アムレース
モイスチャライザー

濃密泡が、クレンジングで
残った汚れを浮き上がらせ
て摩擦レスで優しく落とせる
洗顔フォーム。
肌本来のうるおいを保ちな
がら、さっぱりと洗い上げ、
透明感ある肌へ。
ユーカリの香り。

キメ細かい濃密泡で
クリアな肌へ

肌にストレスを与えない、な
めらかなミルクがメイク汚
れはもちろん、肌に付着した
大気染物質や不要な角質を
オフし、クリアで無垢な肌に
整えます。
ユーカリの香り。

スキンケアの基本
“正しく落とす”

導入セットをご購入いただき、講習を受講していただきサロン登録をしていただく
ことによって全ての商品が単品からご購入いただけます。

洗顔 乳液

アムレース
クレンジングミルク

アムレース
クリアフォーム

￥4,500150mL ￥3,500100g ￥4,500150mL ￥5,40080mL ￥7,00040g

スキンケアに、余計なものはいらない。肌を甘やかさず、本当に必要なものだけを届ける“新アンチ
ポリューション・コスメ「Amulace=アムレース」”誕生。
沖縄の過酷な環境と太陽の恵みを受けて育った「宮古ビデンス・ピローサ」の唯一無二の素材の力
が肌の底上げをして、無垢で美しい自然体の肌へ。毎日のスキンケアであなたの素肌を守ります。
*ビデンス・ピローサを栽培期間中、農薬・化学肥料・堆肥を一切使用せず緑肥だけで栽培したオリジナルのブランドハーブです。

5ステップ・スキンケアで肌のコンディションを引き上げ、悩みを寄せ付けないフラットな肌へ

フラッシュピール
オキシゲンブースター

肌を滑らかに整えトーン
を均一に明るくし、ター
ンオーバーを促進し健
康的なお肌へ導きます。
使用量2mL、50回分。

フラッシュピール
エゼレスピール

表皮角質層のピーリング。ビタミンCと
天然有効成分が線維芽細胞活性化に働
きかけ、肌再生を促進します。
バブルシースノー：
使用量1包、50回分。
オキシゲンブースター：
使用量7ｍL、28回分。

フラッシュピール
バブルシースノー

肌のくすみ（変色）を抑え、滑
らかに整え、紫外線から守
り、メラニン生成を抑制しま
す。
使用量2mL、25回分。

ニキビ肌に効果的な様々な
有効成分を配合。 
皮脂バランスをコントロー
ルし、滑らかで、透明感のあ
る健康的なお肌へ整えます。
使用量2mL、25回分。

メラレス  美白・シミ エゼレス  シワ・アンチエイジング CO2導入＆ビタミン C導入

フラッシュピール
アクレスピール

フラッシュピール
メラレスピール

50mL 50mL 100mL 3g×50包 200mL

宮古ビデンス・ピローサ  配合 
新アンチポリューション・コスメ「アームレス」

® *

「抗酸化」「皮脂分泌抑制」に注目した
新ピーリングトリートメント
従来のケミカルピーリングとは違い、果実エキスを主成分とした新しいピー
リング法です。この果実エキスが持つ高い抗酸化作用により、お肌の機能を
守りながらやさしく角質を除去します。また、天然保湿因子配合により、ピー
リング後のお肌を乾燥させることなく、施術直後からお肌に「潤いと透明
感」、更には「リフトアップ効果」まで期待いただけます。

ご購入は導入が必要です

フラッシュピール  導入セット

①ニキビケア ②美白・シミケア ③シワ・アンチエイジングケア ④酸素＆ビタミンCセラピー

アクレス  ニキビ

お悩みに合わせて施術方法がお選びいただけます。

・ 果実エキス配合でお肌に優しいソフトピーリング。安全で簡単なトリートメント。
・ ほとんどの肌タイプに適応。施術時間わずか 20分。
・ 他の施術と組み合わせ可能でより効果的！（エレクトロポレーション/超音波導入 etc.）

・ 優れた中和システムで高いピーリング効果。
・ トリートメント後の剥離が少ない
・ 施術直後から潤い実感（ ダウンタイムほぼ無し）

抗炎殺菌

保湿・角質除去

皮脂抑制

抗酸化 保湿・角質除去

美白

色素沈着予防

抗酸化

保湿・角質除去

皮膚再生

色素沈着予防

抗酸化 酸素供給

血行促進

コラーゲン生成

抗酸化

フラッシュピールは…

フラッシュピール製品のお取扱いについて

※発注単位は3個です。
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FRAMBOISE
Soins Hydratant
フランボワーズ ソワン
イドラタン（キイチゴ）

水分不足による乾燥に

MURIER BLANC
Soins Anti-Taches
ムリエブラン ソワン
アンチタッシュ（マグワ）

斑（ムラ）による明るさ不足に

ROSE
Soins Anti-Âge

ROSE
Soins Anti-Âge

ロゼ ソワン アンテージュ
（バラ）

元気がなくひどく乾燥した肌に

CAROTTE
Soins Eclat
カロッテ ソワン エクラ
（にんじん）

混合肌の皮脂によるクスミに

POMME
Soins Lissant
ポム ソワン リサン
（リンゴ）

25歳からのエイジングサインに

Soins Anti-Âge
イリス ソワン アンテージュ
（アイリス）

45歳からのエイジングサインに

IRISAZULENE
Soins Apaisant
アズレン ソワン アペザン
（カモミール）

刺激に弱い不安定な発赤に

Citron Vert
Soins Purifiant
シトロンヴェール ソワン 
ピュリフィアン（ライム）

毛穴が気になる大人の肌に

リッチでコクのあるクリームでカサツ
キがちな乾性肌の保湿環境を高め、
長時間潤いを保つクリーム。乾性肌
の夏季や、混合肌の冬季に最適なク
リームです。

ローズの効果で肌に透明感を与え、シアバターが
しっとり柔らかい肌に導くクリームです。

のびのいいミルクタイプで、
日中の紫外線から肌を守り、
くすみの気になる肌を内側
（角質層）から輝く明るい肌
に導く朝用の乳液。オール
シーズンお使い頂けます。

180g

200g 110mL

刺激を受けやすいデリケートな肌
に、潤いを与える、みずみずしいテ
クスチャーのクリーム。

みずみずしい
テクスチャーのクリーム

エイジングサインの気になる肌に、ハリと潤いを与え
年齢を感じさせない、もっちりと柔らかな若 し々い印
象の肌に導くクリーム。

ハリのある若い肌を目指す
エイジングケアライン

ドクタールノー
クレームレジェ デマズレン

￥8,80048g
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

ドクタールノー
クレームリプル パン ロゼ

みずみずしい
テクスチャーのクリーム

50g ￥13,000

60年前にルノー博士が植物の力に魅了されて以来、プロフェッショナルに愛され、育まれたナチュラル
コスメのドクタールノー。「日々のホームケアとサロンでのトリートメントにより肌に最高の結果をもた
らす。」というルノー博士の美容セオリー（理論）は、半世紀たった今でも継承しています。それぞれの肌
に必要な植物の恵をお届けします。
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日中受けた紫外線や乾燥
によるダメージをケアし、
翌朝の肌にツヤやハリを
与えます。まるでパックの
ような使い心地で美容成
分が一晩中、肌にうるお
いを補給します。

肌の地力で小ジワ・クマ・くすみに
乾燥を徹底的にケアする
高保湿夜用クリーム

ピコショット ＡＡナイトクリーム

50g ￥12,000

若々しい肌特有のタンパク質生産力
に着目。保湿成分がうるおいの膜を
つくりツヤを与えます。
年齢を重ねるたびに深刻になるシ
ワ・たるみにお勧めです。

肌がみずから輝き始める
よみがえるセラム

ピコショット ＡＡセラム

90g
32g ￥9,500

筋肉に働きかける成
分がお顔のコリ感を
ときほぐし、すっきり
シャープな輪郭を目
指します。
ピコ化成分配合で
保湿効果も。

もっちりとした潤いあふれる
お肌に導く美容液

ピコショット
フォルムアップストレッチエッセンス

13mL×2 ￥9,800

目元やほうれい線の老化サインに。
皮膚が薄く、衰えやすい目元にとっ
ておきの成分でアプローチ。
天然のストレッチヴェールを形成
し、柔らかくもハリのある明るい目
元へ導きます。

目元、ほうれい線用
クリーム状美容液

ピコショット ＡＡ アイ&リフト

17g ￥8,500

アイクリーム

美白特許成分をピコ化し定着したポ
イントに働きかけます。
シミメカニズム３段階に着目し、メラ
ニンを徹底ブロック。肌荒れ・炎症に
も対応した肌にやさしい美容液で
す。

悩みのスポットに
強力アプローチ

ピコショット
パーフェクト ホワイト エッセンス

100mL
30mL ￥17,500
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ご購入は導入が必要です

肌の健康を第一に考えたスキンケアブランド

ジェーン・アイルデール
製品のお取り扱いについて

先進テクノロジーで作られた肌にハリを与える「ペプチド」、肌のうるおいを守る植物性由来の「大豆タンパク」、
お肌を保護する働きの「カラスムギ殻粒エキス」など、様々な有用成分を研究開発しています。
教育機関から誕生したダーマロジカは、サロンビジネスの成功のための最大のサポートは教育であると考えます。
リラクゼーションだけではない、結果を引き出すための知識と技術を身に付けるため、
ダーマロジカ スキンセラピストは、日々知識と技術の向上をはかっています。

肌のうるおいを守る植物由来成分など、先進テクノロジーで作られた様々な有用成分を配合

ダブルクレンジングの最初のス
テップとして使用することで、ク
リーンで健康的な肌へ導きま
す。余分な皮脂、日焼け止め、
ウォータープルーフのメイクアッ
プ製品、環境汚染物質を含む汚
れなど、肌表面に重なり1日の中
で蓄積された汚れをしっかりと
溶解させます。

オイルベースの汚れや
メイクを優しく取り除く

クレンジングオイル

豊かな泡立ちで肌の潤いを残しなが
ら汚れを取り除きます。スージング効
果のメリッサ葉エキス、ラベンダーエ
キスが肌をしっとり落ち着かせ、キラ
ヤ樹皮エキスが優しく泡立ち、汚れを
取り除きます。

肌の潤いを残しながら
汚れを洗い流す

洗顔料

毎日使用できる優しいエクスフォリ
エーティングパウダー。全てのスキン
コンディションに使用することができ
ます。不要な角質を取り除き、肌を即
座に滑らかに明るく仕上げます。不均
一な肌のきめを整え、肌をしっとり落
ち着かせることで、クリアーでフレッ
シュな肌に仕上げます。

肌表面の不必要な角質を取り除き
本来の肌色へ

角質除去パウダー

微粒子のエクスフォリエントパウダー
が、肌に付着した大気汚染由来のダ
メージ物質を取り除き、ハリのある健
康的な肌を維持する為のケアを行い
ます。水との接触で3つのパワフルな
酵素と、肌を滑らかにするアルファー
ハイドロキシ酸が、ディープクレンジ
ング効果を発揮します。

毛穴に蓄積した汚染物質を
汚れとともに吸着・洗浄

角質除去パウダー

ダーマロジカ
デイリー スーパーフォリエント

13g お問合せください
サロン価格（税別）

￥2,600
小売価格（税別）規 格

ダーマロジカ
デイリーマイクロフォリエント

13g お問合せください
サロン価格（税別）

￥2,300
小売価格（税別）規 格

ダーマロジカ
シア－ティント SPF20

40mL
1セット

お問合せください
サロン価格（税別）

￥5,200
小売価格（税別）規 格

ダーマロジカ
スキンパーフェクトプライマーSPF30

22mL お問合せください
サロン価格（税別）

￥7,400
小売価格（税別）規 格

ダーマロジカ
バイオルミンＣセラム

30mL お問合せください
サロン価格（税別）

￥12,000
小売価格（税別）規 格

ダーマロジカ
スペシャルクレンジングジェル

50mL お問合せください
サロン価格（税別）

￥1,900
小売価格（税別）規 格ダーマロジカ

プレクレンズ

150mL お問合せください
サロン価格（税別）

￥6,200
小売価格（税別）規 格

超安定型ビタミンＣ複合体が肌
のディフェンスシステムをサポー
トし、より明るくハリを与えます。
高度なバイオテクノロジーを組
み合わせた美容液は、生き生き
と輝く肌へ導きます。小じわが気
になる肌にもおすすめです。

肌の明るさとハリを高め
乾燥による小じわの印象を軽減

美容液

肌を明るく整えることで、ツヤのある輝いた
肌へと導き、小じわを目立たなくします。ま
た、メイクアップ前のベースを作り肌の質感
を均一にし、すばやく滑らかな表面を作り出
します。天然ミネラルによるニュートラルな
薄付きの色味が、肌トーンのバランスを整
え、肌の明るさや輝きを高めます。紫外線防
止剤が日光ダメージから肌を守ります。

一本で、メイクアップの下地、
日焼け止め、トリートメント効果

メイクアップベース

軽く色味のついた、保湿トリー
トメントが、ナチュラルな色調を
肌に提供します。光を散乱させ
る酸化鉄は、透明で光り輝く肌
に仕上げ、ブロードスペクトラ
ムの日焼け止め成分が紫外線
ダメージから肌を保護します。

結果を引き出すプロ
フェッショナル製品は、
サロンビジネスの成
功に導きます。体験会
の詳細や導入セットの
内容は、お気軽にお問
い合わせください。

透明で光輝く肌に仕上げ、
メイクを長持ちさせる効果

メイクアップベース

お問合せください￥5,500250mL
お問合せください￥8,10074g お問合せください￥8,30057gお問合せください￥7,900500mL

〈全2色〉

ライト

ミディアム

ダーマロジカ
導入セット

トリートメント体験会  開催中

ご購入は導入が必要です

①初回導入セット
②取扱誓約書記入
→取り扱い開始となります。
　専用の発注書もしくはお電話にてご注文ください。 創始者のジェーン・アイルデール

各種導入キットの内容、お問い合わせは
お気軽にご連絡ください。

ジェーン・アイルデール導入までの流れ
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￥2,520

ご購入は導入が必要です

01
シャンパン
ベージュ

01
ライト
ベージュ

02
ミディアム
ベージュ

03
ヘルシー
ベージュ

PB2
ピンク
ベージュ2

NO1
ナチュラル
オークル1

NO2
ナチュラル
オークル2

PB2
ピンク
ベージュ2

NO3
ナチュラル
オークル3

NO2
ナチュラル
オークル2

OC2
オークル
2

NO1
ナチュラル
オークル1 

OC1
オークル
1

02
ナチュラル
ベージュ

ナチュラグラッセ
メイクアップ クリームＮ

￥2,80030g

素の自分にあるものを上手に活かし、自分
本来の美しさを引き出します。どんな人でも
美しい肌印象へ。 明るくつややかな肌の印
象を叶えます。石けんだけでも落とせます。
〈SPF44、PA+++〉

30秒でメイクが完了
1本5役のオールinワンベース

メイク下地

ナチュラグラッセ
モイスト BBクリーム

￥2,80027ｇ

気になる肌悩みを、1本でしっかりカバー。な
めらかなつけ心地ですべすべ肌に仕上げる
BBクリーム。石けんだけでも落とせます。
〈SPF43、PA+++〉

くすみや毛穴をカバーし、
しっとりうるおうすべすべ肌へ

BBクリーム

ナチュラグラッセ
スキントリートメントファンデーション

￥4,00020mL

薄く均一に肌にフィットし、透明感のある
肌に仕上げるリキッドファンデーション。崩
れにくく、落とした肌もハリを実感。石けん
だけでも落とせます。〈SPF25、PA+++〉

贅沢なトリートメントマスク効果で
うるおい、透明感ある仕上がりに

フレッシュなビタミンCで2週間の
短期集中ケアできる美容液

リキッドファンデーション

ナチュラグラッセ
クリアパウダー ファンデーション

￥4,20011ｇ

ふんわりと軽いタッチでつるんとなめら
か。自然なカバー力と透明感のある仕上が
りが持続するパウダーファンデーション。石
けんだけでも落とせます。

ふんわり軽いつけ心地で、
つるんとしたなめらかな肌に

パウダーファンデーション

〈SPF40
PA++++
パフ付き〉

※導入セットの
　一例です。

Cブースター トリートメント

￥3,98012.5mL

皮膚を健やかに保つ、ス
ウィートアーモンドオイ
ルがベースの多機能な
モイスチュアバームで
す。顔・身体そしてお子
様にもお使い頂けます。
お手入れの最後に薄く
使用しますと外気から肌
を保護します。

キャップ部分の自然由来
のビタミンCパウダー（ア
スコルビン酸）を使用直
前に美容液へ配合しま
す。オーガニック認証のデ
イジーやローズヒップオイ
ルも含まれます。  香りは
爽やかなオレンジです。

〈全6色〉〈全4色〉〈全3色〉〈全2色〉

NO3
ナチュラル
オークル3

￥3,980
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コーラル
ピンク

ベージュ

フェレナ
ネック＆ターバン サポーター

￥7,000フリー
小売価格（税別）サロン価格（税別）規 格

※フリーサイズ：36～60cm

首筋周りの筋肉を整え歪みや首のバラン
スを矯正！お顔がすっきりとし、フェイスラ
インがシャープになります！

フェレナ
ハッピーブラ

￥18,000M・L
小売価格（税別）サロン価格（税別）規 格

※M：B79～87cm、L：B86～94cm

フェレナ
ハッピーショーツ

￥9,000M・L
小売価格（税別）サロン価格（税別）規 格

※Ｍ：H87～95cm、L：H92～100cm

着用した瞬間に
左右のバストが
中央によりバスト
アップ！就寝時に
着用することで美
乳（流れたバスト
を整えます）を育
成します！

穿いた瞬間に左
右のヒップが中
央に寄りヒップ
アップ！試着しな
くても左右のヒッ
プの上に接触さ
せるだけでヒップ
アップを実感でき
ます。

フェレナ ハッピーパット
（鉱石プリントパット）

￥4,800
小売価格（税別）サロン価格（税別）規 格

※直径11.5cm×高さ3cm（2枚1組） ※M:H87～95cm、L:H92～100cm、LL:H97～105cm

ブラ用パットの両面に各種経絡に作用す
る天然鉱石を配合プリントしてあります。こ
のバラ柄プリントには超微粒子パウダー
が練り込まれています。

フェレナ
リフトスパッツ（ロング）

M・L

￥25,000
小売価格（税別） サロン価格（税別）

規 格
※M：W64～70cm、
L：W69～77cm

リフトガードルに比べ約2～
3倍の鉱石量を使用！繊維
の弾力性で締め付けるので
はなく、鉱石の力で筋肉を
元の正しい位置に瞬時に戻
します。

フェレナ
骨盤ベルト

￥24,000S、M～L、LL
小売価格（税別）サロン価格（税別）規 格

※S：H82～90cm、M～L：H87～100cm、LL：H97～105cm

骨盤の歪みの最
大原因でもある
骨盤周辺の筋肉
のバランスを瞬
時に整え、骨盤を
本来の正しい位
置に戻す作用が
あります。

フェレナ  肩甲骨インナー

￥13,650M、L、LL
小売価格（税別）サロン価格（税別）規 格

※ M ：アンダーバスト67～73cm、二の腕23.5～26cm
 L ：アンダーバスト73～79cm、二の腕23.5～26cm
      LL：アンダーバスト79～85cm、二の腕28.5～31cm

どんな上半身の歪みも、しっかり矯
正！着用した瞬間に背筋が伸び自然
と胸を張ったような体型になります。

フェレナ 
温クロッチベリー
（ハイウェストショーツ） フェレナ

美セラキャミソール

フリー

〈2枚1組〉

②フェレナ リフトサポーター ウエスト＆ヒップ用

フリー

①フェレナ リフトバンド 手首＆足首用

2枚1組
巻くだけで気になる部位をサイズダウン！

巻くだけでゆがみ矯正され、ボディラインが変化！

￥12,000

￥30,000

① ②
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紫外線から肌を守り、理想の美しさを叶える「MTプロテクトUVシリーズ」

カラー／ブライト、ナチュラル

サロン価格（税別）

ポリシー
リッチブライトニングアイズ〈全3色〉

￥4,7004g
小売価格（税別）規 格 サロン価格（税別）

ポリシー
ベルベットグロールージュ〈全3色〉

ポリシー
ヌーディスキンベースUV

ポリシー ヌーディモイスチャーパクト〈全3色〉

￥3,500

￥3,600

4g
小売価格（税別）規 格 サロン価格（税別）

ポリシー
アクアエッセンスリップ〈全2色〉

プラチナセレブ
フィット メイク ベース

￥2,5006g

8g

￥3,50030g

30g
レフィル・10g

小売価格（税別）規 格

繊細な光と陰影で自然な
立体感のある目元を演出
する4色シャドウ。エイジ
ングケアパウダー処方で
肌へのやさしさと長時間
くすまない目元を実現。

くすみ、縦ジワ、潤い不
足など、唇の悩みにアプ
ローチしたルージュ。膨
らむヒアルロン酸高配
合で、唇をふっくら魅力
的な唇を演出。

凹凸をムラなくカバーし、皮脂によ
るテカリや化粧崩れを防ぎます。
アーチチョーク葉エキス配合で、
毛穴の気にならない、つるんとし
た上質なツヤのある均一なお肌に
整えます。

肌に負担を掛けずに立体感
を演出するアイシャドウ

シャンパン
ロゼ0

ウォーム
ブラウン1

シルキー
バイオレット2

ウォーム
ベージュ10

ローズ
ピンク20

ローズ
ピンク20

クラシカル
レッド21

アプリコット
オレンジ1

アプリコット
オレンジ1

トリート
メント0

プラム
レッド2 ライトベージュ

華やか発色、魅力的な唇＆
肌をキレイに見せるルージュ

艶肌に整えるミルクタイプ化粧下地

プラチナセレブ
リキッド ファンデ ナチュラリー〈全3色〉

￥4,70035g

絶妙なカバー力で、素肌がきれい
に見えるツヤのある仕上がりで
す。軽いつけ心地で、日中の肌へ
の負担も軽減できます。

美容液ベースのリキッドファンデーション

MT ポイントカバ―ファンデーション〈全2色〉

優れたカバー力で、ツヤのある滑ら
かな仕上がりを叶えるスティック
ファンデーション。薄づきでありなが
ら、シミやそばかす、ニキビあと、く
すみ、毛穴、凹凸、くま、ほうれい線な
ど、気になる色ムラをピンポイントで
カバー。＜SPF35 PA+++＞

色ムラ知らずの均一な美肌を装う

唇に美膜を形成し、外的
刺激を防ぎながら潤い
を閉じ込める新感覚アク
アホールド処方。「トリー
トメント0」はリップ下地
やナイトケアとしても。

高保湿でもベタつかずなめらか
軽いつけ心地の唇用美容液

クスミ・色ムラ・シミを自然にカ
バーして肌色を均一に整える日焼
け止め化粧下地。紫外線を防ぎな
がらファンデーションが崩れにく
い肌へ。〈SPF30 PA+++〉
紫外線吸収剤不使用

肌色を均一に整える
日焼け止め化粧下地

ふわっとしたエアリーな質感で汗
や皮脂に強く、薄づきで透明感の
ある仕上がりを長時間キープ。

ナチュラルに肌になじむ
パウダーファンデーション

サロン価格（税別）

ポリシー ルーセント
フィニッシングパウダー

￥4,500

￥4,500

ポリシー
ヌーディリキッドファンデーション〈全3色〉

30g

素肌のようなヌーディな仕上がり
のリキッドタイプの美容液ファン
デーション。伸びがよく軽い付け
心地で、乾燥から肌を守ります。

ヌーディな仕上がりの
リキッドファンデーション

￥4,500
￥3,000

ケース ￥1,500

13g
小売価格（税別）規 格

軽やかで滑らかな質感の仕上げ用フェイ
スパウダー。シルクのベールをまとったよ
うな透明感
を与え、クス
ミ・崩れを
防いで美し
い素肌へ。

白浮せず自然な明るさを引き
出す、仕上げ用フェイスパウダー

サロン価格（税別）

ポリシー
プレストパウダー

￥4,70012.2g
小売価格（税別）規 格

光のオーラで輝き
と透明感を与える
保湿ゆたかなフィ
ニッシングパウ
ダー。
気になる毛穴や小
じわもカバーし、滑
らかな肌を演出。

ハイライト用
フィニッシングパウダー

ライト
ベージュ10

ピンク
ベージュ20

ナチュラル
ベージュ30

（ピンク）
Ｌ11

（イエロー）
Ｌ12

（オークル）
Ｌ21

01
ライト

02
ナチュラル

03
オークル

プラチナセレブ
ルースフェイス パウダー

￥3,80013g

美白成分、保湿成分配合
で日中もお肌をケア。メイ
クしたての美しさを長時
間キープします。
付属のパフは厚みがあり
毛足が長く、肌あたり◎
パウダー用パフ付

しっとり透明に仕上がるフェイスパウダー

ピーチポウ シアーボーテ
トリートメント パウダー ファンデーション

￥4,200
￥1,000

12g
ケース

肌色が整った内側から、やわ
らかいツヤを感じるセミマッ
トな質感。透明感ある明るい
仕上がりが長時間続きます。

お肌を整えるパウダーファンデーション

ライト
ベージュ1

ピンク
ベージュ2

ナチュラル
ベージュ3

日中のダメージが気になる方のメイクアップ中心ライン「プラチナセレブ」、美肌の基礎を培う「ピーチポウ」

〈全3色〉

ビタミンCを配合した、伸びの良い下地
クリーム。肌のきめを整え、しっとりと
滑らかな仕上がりを持続させます。
＜SPF26 PA＋＋＞

きめ細かいパウダーが肌の表面の凹凸を目立たなくさ
せ、上品なパール感で美しく輝く肌に。皮脂や汗に強
く、メイクを長持ちさせます。＜SPF10 PA+＞
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しっとりつややかに整える
唇用オーガニックバーム

クリア ダスティ
モーヴ

紫外線吸収剤を含まない、
ノンパラベン、ノンケミカルタイプ

ふんわりとした軽いテクスチャーで
オールシーズン使用可能

レアナニ
50CT ジュエルパウダー ラスター

ナティナCCクリーム 

￥4,80050mL
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

美容液、下地クリーム、ファンデーショ
ンそしてUVカットを1つにした今最も
新しい超機能性クリームです。30代以
上のお肌のホワイトニングとアンチ
エイジングを強力サポート。素肌感を
大事にしたファンデーション。
〈SPF30 PA++〉 

スキンケアとナチュラルメイクができる
機能性クリームファンデーション

エラバシェ
Ve プロテクト ソレイユ

￥4,80030mL
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

酸化チタンをはじめとする複合ブレ
ンドにより、高いサンブロック効果と
ウォータープルーフを実現。光老化を
防いでダメージを受けた肌を保湿し、
乾燥と酸化をブロックします。
〈SPF50+〉

365日肌を守り抜く、
うるおいUVエマルジョン

〈全1色〉
サロン価格（税別）

デュフラ プレミアム
CCサンブロックパウダー ブライト

￥3,6008g
小売価格（税別）規 格

サロン価格（税別）
クレメンス オーガニクス UTリップ

￥1,8005mL
小売価格（税別）規 格

メークの上からポンポンとパウダーするだけの簡
単さで、瞬間UVカット。。多孔質パウダーが余分な
皮脂をしっかり吸着する
ことでテカリを押さえ、顔
や首・腕にベタつかない
日焼け止めです。
〈SPF50+、PA+++〉

テカリを押さえ、
メークの上からUVカット

サロン価格（税別）

デュフラ プレミアム
ダブルエフェクト CCクリーム

￥3,60030g
小売価格（税別）規 格

美白だけじゃなく、ダブル薬用でしわ
改善効果プラス。UV カット力アップ！
（SPF47 PA+++）汗や皮脂でくずれな
い。ウォータープルーフ処方。汗や皮
脂でくすまず、透明感をキープ。ター
ル系色素、紫外線吸収剤フリー。

主成分は、シアバター、ホホバ
種子油などのエモリエント成分
で、香りはレモンマートル。乾燥
しがちな唇をしっとりさせ、乾燥
による唇のキメが気になり始め
た方にもおススメ。

メラニンケアしながら
美白＆しわ改善ベースメイク

〈全1色〉

30g
規 格 サロン価格（税別）

パイラシールド

￥4,800
小売価格（税別）

一般的な日焼け止めとは異なり、
「守り」をベースに「攻める」＆「使い
心地」を追求した美白＆日焼け止め
です。ウォータープルーフで汗や水
に強く、医薬部外品として承認済処
方の、「美白」＆「抗炎症」のダブル主
剤で美しい肌を目指す方をサポー
トします。〈SPF50+ PA++++〉

美白、抗炎症のダブル主剤の
薬用美白UVクリーム
美白、抗炎症のダブル主剤の
薬用美白UVクリーム

サロン価格（税別）

プティオ
ティント＆プランパー

￥3,9005.5mL
小売価格（税別）規 格

細胞レベルから唇をよみがえらせる革命
的進化系ティント(色がお落ちにくい)プラ
ンパー。保湿力が高く、レチノール・抗シワ
成分が加わり、パワーアップ。細胞レベル
から唇をよみがえらせるリップケアー商
品。コンパクトなボディながら、最強成分
がたっぷり配合。

ぷっくりみずみずしい唇に、色がお落ちにくいプランパー

〈全6色〉

ご購入は導入が必要です

SPF20で紫外線から肌を守るファンデーショ
ン。酸化鉄が光を反射し、透明感のある肌に
整えます。またパールアミノ酸、ヒアルロン
酸、アンチオキシダントに優れた胡桃の殻
を配合しました。人工香料、着色料不使用。

ヒアルロン酸・ローヤルゼ
リーにビタミンＣ・Ｅを加えス
キンケア効果も高いうえにノ
ンパラペン・ノンケミカル処
方でウォータープルーフタイ
プ。化粧下地を兼ねた日やけ
止め乳液。〈SPF30 PA++〉

カラー／ライト、ミディアム、ダーク
〈全3色〉

ご購入は導入が必要です

スカーレット
ブラウン

マジカル
コーラルグロウ

マジカル
ピンクグロウ

ドラマティック
レッド

サロン価格（税別）

ナチュラグラッセ　ルースパウダー

￥4,2007g
小売価格（税別）規 格

Tゾーンの崩れやテカリを
抑え、透明感のある仕上が
りをキープ。石けんだけでも
落とせます。
〈SPF40  PA+++〉

紫外線をカットしながら、
ふんわりやわらかな肌に

〈全2色〉カラー／ルーセントベージュ、パールベージュ

お問合せください

リキッドファンデーションの上か
ら顔全体に軽く叩くだけでキメ
を整え＋紫外線カット＋艶やか
な肌が出来上がるフィニッシング
パウダー。毛穴をカバーしてキメ
を整え、透明感や艶感のある肌
に仕上がります。

ツヤを叶えスキンケアする
贅沢UVパウダー

光をまとう、艶フェイス。ツヤやか
で潤いに満ちた透明肌を実現す
るクッションファンデーション。
下地やお粉いらずで忙しい朝に
もぴったり。〈SPF50+ PA++++〉  

紫外線カット成分として、天然素材
“カンゾウ根エキス”を採用。紫外線か
ら肌を優しく守ります。そのほか紫
外線カットの力を高める独自の処方
や肌を白く守るための天然成分を多
く取り入れています。
〈SPF30+ PA+++〉 

革新的なクッション
ファンデーション

うるおい透明肌を守る、スキンケアも
しっかり、日焼け止めローション

スパトリートメント
HAS クッションファンデーション〈全2色〉

レフィル

55g

￥4,200
本体 ￥5,500

オークル ピンクオークル

ベージュ／ピンクベージュ

〈SPF50+ PA+++〉

セルケア UVカットミルク

フィトメールの独自成分マリンシュガー
「EPS VMR」が肌をしっかり潤しながら、
なめらかなパウダーが気になるサイン
をやさしくカバーするCCクリーム。
統一感あるツヤ肌に整えます。
ボタニカルブーケの香り。
〈SPF20 PA++〉

フィトメール CCクリーム

￥4,20030mL￥6,50050mL
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※初回ご購入は誓約書が必要です。

11本＋2本無償

サロン価格（税別）
アイズ グラマラス エアリー マスカラ

アイズ
ビューティーカラットマスカラロング

￥2,5007g
小売価格（税別）規 格

濃密ボリュームなのにダマに
なりにいマスカラ液。お湯で落
とせるフィルムタイプです。

1本1本を太く、長く、
グラマラスに
ボリュームアップ

11本＋1本無償

サロン価格（税別）
アイズ アイラッシュ リポゾーンプレミアム

￥4,8007g
小売価格（税別）規 格

マスカラやビューラーなどの
ダメージが気になる、まつ毛
が少ない、生えるのが遅い、抜
け毛が気になるなどのお悩
みに効果的なまつ毛美容液。

滑らかでツヤのあるマスカラ液
がナチュラルにフィットし、塗り重
ねてもムラ付きしにくく、綺麗に
まつ毛をセパレート。

まつ毛と根元を1本で
ケアできる2way
まつ毛美容液

滑らかナチュラルな
付け心地、１日中
上向きまつ毛

サロン価格（税別）
アイズ EZライナー

￥2,5000.5mL
小売価格（税別）規 格

極細筆でまつ毛の際も目
尻のハネも力の入れ具合
でなめらかに描けるアイ
ライナー。黒すぎないジェ
ントルブラックで目元の
印象自由自在。

色ムラやかすれなく、印象的な目元に
速乾リキッドアイライナー

ビューラーやクレンジングの
摩擦、パーマなどでダメージ
を受けやすいまつ毛のきれ
毛や抜け毛を防ぎ、健やか
に美しく保つための専用ト
リートメント美容液です。

健康でハリのある
まつ毛のための美容液

1 9 9 9年に誕生した「E Y E Z」は、
「EYE-ZONE＝アイゾーン（目元、目の
周り）」を意味し、デリケートなアイ
ゾーンをやさしくケアし、より魅力的
に見せるための化粧品として立ち上
がりました。
EYEZは「アイゾーンケア」と「アイメイ
クアップ」の両方の観点から、目元の
真の美しさを追求しています。

アレルギー性試験済みのビューティラッ
シュです。お肌が気になる方もご使用いた
だけるタイプのまつ毛美容液です。瞳を
パッチリ印象的に導きます。

パッチリアイメイクの
ためのエッセンス

4.5mL

サロン価格（税別）

スパトリートメント
ビューティーラッシュ センシティブ

￥5,000
￥10,000

1.5mL
小売価格（税別）規 格

ビューティラッシュの原点である処
方を復活させたのがオリジンです。
整ったまつ毛で魅力的な目元に導き
ます。

エクステ、マスカラのいらない
ロング＆ボリュームの仕上がり

4.5mL

サロン価格（税別）

スパトリートメント
ビューティーラッシュ オリジン

￥5,500
￥12,000

1.5mL
小売価格（税別）規 格

サロン価格（税別）

スパトリートメント
ビューティーラッシュ マスカラ

￥4,8006mL
小売価格（税別）規 格

極細ラインが簡単に描ける細筆を採用
し、美容成分も配合したアイライナーで
す。ウォータープルーフ処方ですがぬる
ま湯で簡単オフが可能。漆黒ラインでよ
り印象的な目元へ。

肌にハリと弾力をあたえ、高い保湿効果
で肌質を問わず、乾燥しがちな目のまわり
の肌を優しくケアするアイクリームです。

目元の乾燥・ハリをサポートする
植物を厳選して取り入れました。
すっきりと肌を引き締め、弾むよ
うなハリと明るさをもたすアイク
リーム。

デカ目さらにアップ！
日中もケア

サロン価格（税別）

スパトリートメント
ビューティーラッシュ アイライナー

クレメンス オーガニクス
UT アイクリーム

￥4,3006mL
小売価格（税別）規 格

￥5,300
￥8,400

目元用のエイジングケアクリームです。3種類の植
物幹細胞成分とこだわりの保湿成分を配合。濃厚
なクリームがまぶたと目尻に密着し、乾燥が気に
なる目元を保護します。みず
みずしいうるおいで、パッチリ
と印象的な目元へ。

パッと輝く力強い眼差しへ目元を保湿しハリを与え
明るい印象へ導く

サロン価格（税別）
MT ステムアイクリーム

￥20,00020g
小売価格（税別）規 格



21

お問合せください

肌をいきいきとよみがえらせるプラセンタエ
キスとヒアルロンエキスの原液にローマカミツレエキ
スをプラスした最高級美容液です。高い保湿性があり、
乾燥から肌を守り、潤い・ハリのある美肌へ導きます。

シミ・クスミに
高い速効性の美容液

スキン スパイス
PHプラス

皮膚が本来持っている生理機能
を高めることを目的として作ら
れた、スキンケアの切り札とな
る美容液です。肌に対するなじ
みが良く、過敏症やアレルギー
などのトラブル肌にもおすすめ
です。

保水性が非常に高く、乾燥した
肌にハリと潤いを与えてくれま
す。新たなシワの予防にも効果
がありますので、本格的なアン
チエイジングの切り札としてお
使いいただけます。

抗酸化作用や美白作用に優れた美
容液です。ニキビトラブルや赤ら
顔、シミ・タルミなどの老化防止に
も効果があり、毛穴を引き締め、キ
メの整った素肌に導いてくれます。

60mL

サロン価格（税別）

SCボーテ
プレミアムエッセンス

￥12,00030mL
小売価格（税別）規 格

有用成分を豊富に配合、サラサラとし
たテクスチャーが肌にスッと浸透、肌本
来のリズムに整え、年齢とともにゆる
む肌弾力を高め引き締めてくれます。

有効成分を贅沢に配合した
エイジングケアの先行美容液

60mL

サロン価格（税別）

セルケア GFプレミアム
3Gエッセンス

￥8,00030mL
小売価格（税別）規 格

3種のグロスファクター、マトリキシル
3000が肌の代謝を高め、さらに各種ア
ミノ酸、スーパーヒアルロン酸などの美
容成分が若 し々い肌へ導きます。

肌にうるおいを与え
すこやかに保つ先行美容液

サロン価格（税別）
アトレート　モイストセラム

￥9,00030g
小売価格（税別）規 格

効果が充分に発揮できるとされる有
用濃度のフラーレンを配合。さまざま
なストレスから肌を守り、ハリや透明
感、肌荒れのケアなど、輝くような素肌
を目指します。

肌なじみが良い
ヒトコラーゲン様成分配合

￥12,000

￥2,700

ダーマロジカ
バイオルミンＣセラム

30mL

200mL

サロン価格（税別）小売価格（税別）規 格

超安定型ビタミンＣ複合体が肌のディ
フェンスシステムをサポートし、より明るく
ハリを与えます。高度なバイオテクノロ
ジーを組み合わせた美容液は、生き生き
と輝く肌へ導きます。小じわが気になる肌
にもおすすめです。

肌の明るさとハリを高め
乾燥による小じわの印象を軽減

導入が必要な
商品です

わずか500分子という大きさの超低分子コラーゲ
ンを3%以上も配合したエッセンス石けん。主な成
分は「コラーゲン」。一
肌表面に潤いをもたら
し、肌本来の力を蘇らす
ことが出来る石鹸です。

コラーゲン石鹸でハリに満ちた弾力肌へ

オーアイ　メソッド
バイテラピー　エッセンスシャンテ

￥4,50070g
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お家で簡単
炭酸ガスパックで美肌ケア

スパトリートメント CO2 ジェリーG

40回分

サロン価格（税別）

￥7,5005回分
小売価格（税別）規 格

効果的に炭酸ガスを発生する
パック。古い角質を除去し、お肌
の代謝をアップ。美しいキメの
整った状態に導いてくれます。

CO2 ワンクイック ジェルパック

アルゴテルム
マスク ヴィタリテ フレッシュール

ハリのある輝くような素肌へと導きます。
お肌に透明感や明るさが欲しいとき、リフ
レッシュしたい時におすすめ。夜のスキン
ケアタイムにもお使いいただけます。

クールな感覚が心地よい
ジェルタイプマスク

150mL
￥4,00050mL

ほんのり温感２ＷＡＹジェル

ピコショット
ホワイトマッサージ＆マスク

280g

サロン価格（税別）

￥6,500100g
小売価格（税別）規 格

マッサージに最適なテクスチャーの低刺
激ジェル。マッサージでやわらかくなっ
たお肌へ。ホワイト成分や有用成分が巡
り透明感溢れる明るいお肌へ導きます。

￥4,500

エラバシェ
ペティアン マスク

￥1,400
￥22,400

1枚
20枚セット

汚れを取り除くディープクレンジング
マスク
普段の洗顔では落としきれない古い角質や毛
穴の汚れなどを取り除くシートマスクです。マ
スクを肌にのせるともこもこした泡が発生し、
肌に酸素を補給して、新陳代謝を促します。
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スパトリートメント
HAS フェイスマスク

￥7,50025ml×5本
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

みずみずしい美容液をたっぷり
含んだシートがお顔に密着し、
肌にゴクゴク水分補給。水分を
保つ機能が低下しがちな肌に
バリア機能をサポートし、うるお
いに満ちた柔肌に仕上げます。

ピンとハリのある、
引き締まった「未来肌」

エラバシェ
マスク マジストラル 43.3

10

マイクロニードル技術に
よりヒアルロン酸を針状
に固めたシート状美容液
です。潤いを角質層の奥
深くまで届けます。

￥2,0001シート
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ビセプター アロマオイルF BO-21

ビセプター ボディクレイパック

ビセプター アロマオイルWH BO-31

フェイス・デコルテ用オイル。新陳代謝を高めます。

ヒップ・太もも用オイル。体の代謝を高め、
セルライトを減らす手助けを。

￥6,00060mL

500g
専用空容器

￥6,00060mL

3種類のクレイとスリミング
成分配合のボディパック
滑らかですっきりとした肌に整え
るゲル状のボディクレイパックで
す。3種類のクレイ成分とアミノ酸
系保湿成分が乾燥から起こる過
剰な皮脂分泌を抑え、しっとりと
した潤いのある状態に整えます。
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6mL ￥1,300

￥1,6006mL

※P.4にもブレンドしたエッセンシャルオイルを掲載しています。



26

●サイズ／W363×D210×H194mm
●消費電力／100W
●質量／1.9kg（パラフィン除く）

500mL
￥2,850200mL

エラバシェ
フィトアクティブ 6.6

ヒップ下～足の裏までの
下半身専用ジェル

￥6,800M・L ￥8,000180mL

スパトリートメント
レッグドレナージュ タイツ

やせにくく、むくみやす
い下半身に履くだけエ
ステのレッグウェア。

メリハリつけながら
体の中からキレイを導く

250mL
￥4,70050mL

浸透性に優れた
シルクのようなクリーム

乾燥による手荒れからやさしく
守るハンドクリーム.。
手指になじませるとすっと伸
び、角質層まで浸透して、うるお
いが長時間続きます。

ミネラル成分(海塩)と、2つのマリ
ン由来成分(ワカメエキス・アッケ
シソウエキス)が肌内部の水分を
行き渡らせて内側にしっかり閉じ
込め、柔らかでなめらかな手に。

みずみずしさをとどめ
うるおい続く手肌ケア

￥2,30050g

MT
モイストハンドクリーム

フィトメール
モイスチャライジング ハンドクリーム

アルゴテルム
ゴマージュ マリンコール

500mL

なめらかなクリームのベース
にアプリコット種子のスクラブ
粒子を配合。お肌の不要な角質
を取り除きなめらかにします。

敏感肌、乾燥肌にも
使えるボディスクラブ

専用ツールを使って、フェイシャル、ハンド、フット
と3種類のトリートメントができます。パラフィンの
心地よい温もりで、肌をあたためます。

ハンドケア・フットケアに欠かせない
パラフィントリートメント専用溶解器

セラバスやパラフィンパック用の溶解器に入れてお使いください。

〈全5色〉

濃厚なクリームが手肌にスッと
なじみ、べたつきのない使用
感。シルクのようななめらかな
手肌と美しい爪を育みます。

爪先まで美しい肌へ導く
ケアクリーム

アルゴテルム
クレーム マン＆オングル

￥2,00050g

重たく感じる下半身をすっきり
と心地よく整える爽快感のある
ジェル状美容液。程よい冷感が
約20～40分間継続します。
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￥43,000
￥9,000

2kg
40g×8包

HS-12N(SW)

￥51,00022g×204包

￥9,350
￥12,700
￥2,950

サロン価格（税別）

ミネラリア
ナチュラル アロマバスソルト

￥1,900500g

小売価格（税別）規 格 サロン価格（税別）

ミネラリア
イノセントシリーズ アロマバスソルト

￥2,300500g
￥4,20080g×12個入

￥1,980アソートセット（6個入）
80ｇ上記5種＋ナチュラル１個

￥4,200バラエティBOX（12個入）
80ｇ上記5種

￥2,450アソートセット（6個入）
80ｇ上記4種＋ナチュラル１個

￥5,400バラエティBOX（12個入）
80ｇ上記4種 各3個

￥5,40080g×12個入
小売価格（税別）規 格500g

11kg

￥1,600
80g×30個入 ￥9,000

ミネラリア　デッドシーバスソルト（ナチュラル）

デッドシーウォーターの結晶です。浴槽に入れて入浴し
ます。お湯に溶けたソルトはイオン化したミネラルとし
て、お肌から浸透圧作用により素早く吸収されます。ミネ
ラルがお肌を内側から潤わせ、ゆっくり温泉のようにリ
ラックスしていただけます。製造過程で失われがちな主
成分マグネシウムを補足するため、2種類の死海ソルト
をブレンドしたバスソルトです。死海ならではのミネラル
バランスにこだわりました。

・ジャスミングランディ
フローラム
・オレンジブロッサム
・ローズセンティフォリア
・ゆず＆アロマフラワー
・グリーンリーフブレス

“至高の優雅な香り”の死海バスソルト“至高の優雅な香り”の死海バスソルト

2種類の死海ソルトをブレンドしたバスソルト

①ローズガーデン
②フォレストエアー
③シトラスフレッシュ
④ラベンダーフィールド
⑤ミントハーバルブリーズ

ミネラリア　デッドシーウォーター

￥4,80050ｇ×12包￥6,000500g

身体に必要なミネラルが豊富に含まれま
す。ミネラルイオンは皮膚から浸透圧に
より素早く吸収され、肌に潤いを与えま
す。ご入浴ではミネラルが身体を温めて
リラックスさせ、疲れを癒してくれます。

天然素材にこだわったアロマバスソルト天然素材にこだわったアロマバスソルト

800g

①×2個、②×2個、③×2個、④×3個、⑤×3個＝12個

￥31,000
￥15,000
￥15,500
￥6,050

フィトメール オリゴメール シルエット

低体温が引き起こす体脂肪の増加や、ストレスによ
る脂肪の燃焼機能の低下に着目。エネルギーの産生
をより活発にできるボディ作りを目指しながら、引き
締まった肌へ導きます。

「オリゴメール ピュア」に
海藻エキスをプラスした入浴剤

ビーマックス
ザ スパ

まるで美容液に包まれるような
贅沢バスパウダー

アルゴテルム アクアドーズ

海水を微細な粉末状に加工した
バスソルト。海水に含まれる天然
のミネラル成分をお肌へ届け、う
るおいのあるすこやかな肌へ導き
ます。

アルガンオイルなど11種類の保湿成分がやさしいベール
となってじんわりとカラダを包み込みます。
「ニュートロックスサン®」を
はじめ、10種類の植物エキス
も配合。

海の恵みをお肌へ
届けるバスソルト

遠赤放射セラミックシート保熱器
熱感を高める特殊合金とともに独自開発の「遠赤放射セラミックシート」を採用。遠
赤外線を効率よく放射し、特殊合金により蓄えた熱とともに体の芯まで温めます。

湿熱アンポ

￥60,000
￥40,000
￥7,800

①FA-Ⅱ
②FA-Ⅰ
③コントローラー

①FA-Ⅱ（大） ②FA-Ⅰ（小）

③タイマー付
コントローラー

①FA-Ⅱ●サイズ／約W69×D39×H1.5ｃm●重量／
1.9kg●本体表面温度／70°C±10°C●付属品／替え
カバー●サーモスタット搭載●特定保守管理医療機器
②FA-Ⅰ●サイズ／約W39×D41×H1.5ｃm●重量
／1kg●本体表面温度／70°C±10°C●付属品／
替えカバー●サーモスタット搭載
③コントローラー●サイズ／約17×6×4ｃm●温度設
定／0°C~35°C●タイマー／30分・60分・8時間切
替式●出力切替／強・弱

※別途送料がかかる場合があります。
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薄毛やボリュームだけではなく、
頭部全体をサポート

￥150,000

ドクタースカルプ Ⅱ（セカンド） エクセレンス VEGFプラス
（ドクタースカルプ専用美容液）

エラバシェ
ヘアシャンプー・ヘアトリートメント

髪と頭皮のモイスチュアバランスを
整え、しっとりしなやかでツヤのある
髪に仕上げます。ハーブの香りが心
地よく、すっきり清潔な頭皮にしま
す。

メイクジーナ
グラマー ストレートブラシ

￥7,980
小売価格（税別） サロン価格（税別）

ストレートはもちろん、様々なヘアスタイル
も自由自在にアレンジできます。温度上
昇が早い最新ヒーター採用。トルマリン
プレートがマイナスイオンを放出し、ス
タイリングしながらキューティクルを守
りツヤ髪に仕上げます。

ブラッシング感覚でプロ級スタイリング

●サイズ／310×75×50mm ●重量／
約380g ●温度調整／170～230℃

ポリシー  エコロアルゲ ヘアシャンプー・ヘアパック モアレディ  薬用シャンプー・薬用コンディショナー
天然素材の海藻ゲルヘアケアシリーズ。毛穴に根
詰まりした汚れまできれいにし、こしのある髪に。

頭皮を健やかにするシャンプーと、髪のハリ・コシ
をアップさせるコンディショナー。

￥7,200200mL
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

EGF･FGF・KGF、シアル酸、プラセンタ
の3つの成分処方とミノキシジル近似
成分が毛母細胞に働きかけます。

頭皮の炎症を抑え、抜け毛を抑制。血
行促進効果で毛根に栄養を届け、発
毛を促進。

￥6,000120mL
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

モアリベリス
スカルプエッセンス

モアリベリス
薬用スカルプエッセンス

男女兼用  頭皮美容液 女性用育毛剤

シャンプー
300mL
コンディショナー
300mL

￥3,600

￥3,600

●サイズ／W19.1×D4.8×H7.5cm
●重量／168g●電源／100V～
240V●周波数／50Hz/60Hz●消
費電力／最大12Ｗ●出力周波数／
80kHz●LED波長／620mm（±10）

バイブレーションシステム
MFIP

最新テクノロジーが叶える、ブ
ラッシング・エイジングケア。健康
な髪を育む頭皮ケア、フェイスラ
インと肌を整えるフェイスケアを
して頭部全体をケア。美容液の有
効成分を深く浸透させるのと同
時に電気刺激により血行・代謝
促進・頭皮のコリをやわらげ、引
き締める効果も期待できます。

毛髪、頭皮に潤いを与える、スカ
ルプエッセンス。5種類のGFに加
え、「銅ペプチド」「キャピキシル」
を配合。頭皮環境を整えると同
時に、健康な毛髪を豊かに育み
ます。

乱れのない健やかな
ヘアサイクルに導く

微細な泡立
ちで髪に潤
いを与えな
がら洗浄す
る シ ャ ン
プー。

毛髪修復を
中心に考え
たコンディ
ショナー。
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肌の免疫調整機能を正常化し、
細胞が元々持って生まれた自己
調整力を高め、根元から美しい
素肌へ導く高機能美容液。
肌老化の根本的原因である活
性酸素を強力に除去し、ビタミ
ンCの 172 倍の抗酸化力のあ
るフラーレンを1％高配合する
ことにより、くすみ・毛穴・乾燥・
ハリ不足に集中ケアします。

￥135,000 ￥63,000

￥14,000

￥36,000

PE ゴールデンビューティー ザ セラム

プラミネ エッセンス
サロン価格（税別）

￥58,000
小売価格（税別）

これ1台でラジオ波の温熱作用による温
め、有効成分のエレクトロ導入、さらにLED
付。
これまでサロンでしか行えなかったこの3
機能が、手軽に使用できる美顔器です。

あなたが望む理想の小顔、美肌へ透明感のある若 し々い美肌に導く

ドクターアリーヴォ
ゴーストプレミアム

￥185,000
小売価格（税別） サロン価格（税別）

ドクターアリーヴォ
ゼウスⅡ

￥200,000
小売価格（税別） サロン価格（税別）

「Dr.Arrivo」シリーズの最新機種。
特許取得機能の「9-MFIP」は9つの素子から
流れる電流が16通りあり、複雑に交じり合い
ながらハリのある肌へと導きます。
ゼウスⅡから新たに「RF」機能を搭載し、
200kHzの高周波電流によって肌を優しく温
め、血液やリンパの流れを促進させ、新陳代
謝を促します。
全方向自在に動く、3D Movable Headにより
顔のカーブに沿って隙間なく密着すると共
に、肌との親和性が最も高いとされる、24金
素子を使用しております。

特許取得機能の「9-MFIP」で
ハリのあるお肌へ導く
家庭用機器

最先端機能が満載の多機能美顔器
・エステティシャンの行う指圧とタッピ
ングのような体感が期待できるMFIP
・針を使わないコラーゲン注入で使用
されるウルトラパルスポレーション
・光の波長によるトリートメントで元気
な肌づくりをサポートするLED
・肌をゆるめるバイブレーションシステム
・フェイスラインを整えるEMS
・肌をあたためる中・高周波

5つの機能が
素肌の持つ美しさをUPさせる
プレミアムな家庭用機器

ドクターアリーヴォ
ザ ゼウス（スワロフスキーVer）

￥155,000
小売価格（税別） サロン価格（税別）

ドクターアリーヴォ
ザ ゼウス

￥145,000
小売価格（税別） サロン価格（税別）

1台で「MFIP」「ウルトラパルスポレーション」
「LED」「バイブレーションシステム」「EMS」
「中・高周波」の最先端機能が搭載された多
機能美顔器

5つの機能が
素肌の持つ美しさをUPさせる
プレミアムな家庭用機器

●電源定格／入力AC 100-240V　50/60Hz
出力DC 12V 1.5A

●出力周波数／90kHz
●LED波長／青415nm（±10nm）

緑530nm（±10nm）
赤620nm（±10nm）

●外　　形／最大160×70×55mm
●本体重量／約191g
●タイマー／10分

●電源定格／入力AC 100-240V　50/60Hz
出力DC 12/1.5A

●出力周波数／90kHz
●LED波長／青415nm（±10nm）

緑530nm（±10nm）
赤620nm（±10nm）

●外　　形／W5.5 × D5.8 × H18.9cm
●本体重量／約151g
●タイマー／最大10分

●電源定格／入力AC 100-240V　50/60Hz
出力DC 12V 1.5A

●出力周波数／90kHz
●LED波長／青415nm（±10nm）

緑530nm（±10nm）
赤620nm（±10nm）

●外　　形／最大186×51×50mm
●本体重量／約150g
●タイマー／10分

EMS
バイブレーションシステム

LED
ウルトラパルスポレーション

MFIP

中・高周波

LED
ＲＦ

ウルトラパルスポレーション
9-MFIP

EMS

ミスアリーヴォ
ゴースト プレミアム

ミスアリーヴォ
ザ ベガスⅡ

最先端機能が満載の多機能美顔器。
コードレス充電タイプでお好きな時間
やお好きな場所でながら美容が可能。

コンパクトな形状で
細かい部分に使いやすい

バイブレーションシステムLED
ウルトラパルスポレーションMFIP

EMS 中・高周波

EMS
バイブレーションシステム

LED
ウルトラパルスポレーション

MFIP

中・高周波

閉じた肌を緩めるホットモード、足りていない栄
養を補うウルトラパルス・MFIPモード、仕上げは
5℃のクールモードで冷却し、欠点のないフロー
レスな肌へと導きます。

『フローレス』肌に“完璧”を求める

クリオネ フィットドクターフローレス

通常モードとドットモードが選べます。ドットモード
で使用するMFIPは、断続的にパルスを与えること
で、導入効果やRF（高周波）EMSの効果向上が期待
できます。ヘッドの形状と電極の小型化で、お肌と
の距離を最適化し、トリートメント時は、お顔の凹
凸形状にしっかりとフィットして、小鼻のキワやまぶ
た、唇など、小さな部位にも効果を発揮します。

2つの体感が可能な新機能美顔器

特殊な電気パルスを用いて、お肌の微細
孔に隙間を開け美容成分を届ける家庭
用のエレクトロポレーショントリートメン
ト美容器です。1日たった10分のケアで、
お肌の内側からハリと輝きを実感。

ケルタ

ツボ刺激、お灸（ラジオ波）、鍼（エレクト
ロポレーション）治療のすべてを簡単に
行うことができます。頭皮ケアとしてもご
使用いただけます。

ツボの位置が分かるツボセンサー搭載

●サイズ／W4.2×D2.8×H18.4cm
●重量／90g
●出力調整／3段階 自動終了機能
●最大消費電力／2W

サロン価格（税別）小売価格（税別）

施術面が最も小さく、充電式で持ち歩きに便
利なのが特徴です。肌に塗布した美容液を補
給しその効果を最大限に引き出し、お肌を温
めながらフェイスラインを整え、フェイシャル
の細かい部分ケアを得意とした美顔器です。

特許取得のHI-MFIPモードを
搭載した最新モデル

時を重ねるに連れて失われ
ていく肌のハリやキメ。
肌を美しくするのに必要な
要素を見つけ出し、年齢肌
のコンディションを整えま
す。
保湿成分を贅沢に配合する
事により、専用美容機器''ア
リーヴォ''と相性の良い、とろ
みのある導入美容液です。

ハリ肌にフォーカス
ピンと引き締まった肌へ導く

ドクターアリーヴォ専用美容液

40mL
120mL

￥8,00030mL

￥135,000￥59,800

●電源定格／入力AC100 - 2 40V、
50/60Hz、出力DC 5V 1.0A
●出力周波数／90kHz
●LED波長／青415nm（±10nm）、緑
530nm（±10nm）、赤620nm（±10nm）
●外形／最大175×41×38mm
●本体重量／約131g  ●タイマー／10分

肌に優しい超音波を採用。優しく汚れを
取り除きます。お顔全体はもちろん、背中
のお手入れ、デコルテ、手、足などにト
リートメントが可能です。3ステップでお
肌の汚れを取り除き、お肌のキメを整
え、その後のスキンケアや美容液の浸透
力を高めます。

毎日のお手入れにプラスする
スペシャルディープクレンジング

ドクターフレスコ
ザ ゼウス

￥49,800

スキンスクライバー

●外形／4.6cm X 奥行2.7cm X 高さ17.3cm
●本体重量／約105g
●素材／素材1、ABS樹脂　素材2、黄銅
●定格消費電力／3.0W

ウルトラホット ウルトラクール

●外形／Ｗ5.6×Ｄ6.5×Ｈ18.95ｃｍ
●本体重量／約230g
●定格消費電力／最大20W
●電源定格／入力AC100-240V 50/60Hz
出力DC12V 2.5A
●出力周波数／90kHz
●LED波長／青415nm(±10nm)/緑530nm(±
10nm)/赤620nm(±10nm)
●タイマー／ULTRA PULSE MFIP 10分/ULTRA 
HOT&COOL 10分

インサートパルス
ＲＦ（高周波）

HI-MFIP
RED-LED ウルトラパルスポレーション
EMS 中・高周波

MFIP

●外形／Ｗ3.5cm X Ｄ2.5cm X Ｈ16.0cm
●本体重量／約72g●電源定格／入力ＡＣ
100~240Ｖ 50/60Ｈｚ 出力ＤＣ5Ｖ1.0Ａ
●出力周波数90kHz●ＬＥＤ波長／620nm（±
10nm）●定格消費電力／3.0W
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￥298,000

吸引×ラジオ波×LED
3つの機能を1台に

これ一台でトレーニング、
フェイシャルケア

パイラ ナイト

お肌に電極を当てて動かすこと
により、トリートメントを行いま
す。電極からお肌に塗布したジェ
ルを通し高周波電流を流すこと
により、温感を与えます。

ご家庭でも安心して
使用できるS4 Pola方式

￥128,000

②

サロン価格（税別）
スリムパッド

①
小売価格（税別）規 格

シックス
（腰まわり、くびれ、ヒップ用）
コア
（ウエスト、腹筋用）

③

②

①

③
￥21,800
￥13,800
￥12,000フィット

（腕、足、ウエスト用）

エット・ボディー
（ドクターキャビエット専用美容液）

￥15,000
￥30,000

小売価格（税別）サロン価格（税別）

深部に伝わる温熱作用で
代謝を促進し、年齢を重ね
ることで落ちにくくなる部
位を引き締め、強力なエイ
ジングボディケアを行いま
す。

気になる皮下脂肪・セルライトに
集中アプローチ
スリミングエッセンス

ドクター キャビエット ゼウス

￥225,000
小売価格（税別） サロン価格（税別）

シリーズ４代目。ボディメイクに必須の
施術機能をオールインワン。お悩みに
合わせて選べる３モードで、気になる
部位にしっかりとアプローチします。

●サイズ／最大W19.3×D9.2×H8.3cm
●重量／470g ●消費電力／最大40W
●電源定格／入力AC100-240V 50Hz/60Hz
●EMS周波数／32Hz●MFIP周波数／90kHz
●Cavitation周波数／330kHz（±30）
●DHS周波数／500kHz
●LED波長／赤620nm（±10）／青415nm（±10）
●タイマー／10分

いつでもどこでも10分で手に入る理想のボディ

MFIP
キャビテーション
EMS

DHS LED

V-ROLL

￥39,800
小売価格（税別） サロン価格（税別） サロン価格（税別）

リフチューン

￥98,000
小売価格（税別）

１日10分で効果的なホームエステ
ができる美容機器。表情筋の筋肉運
動ができる「ウォーミングサイクロン
EMS」、イオン導入＋エレクトロポ
レーションの「Ｗ導入」、4色のLEDラ
イト「LEDフォトセラピー」のトリプル
トリートメント機能を搭載。

お家で、手軽に、美しく。
独自開発されたローラーのカット面、角度、ハンドピー
スとのバランスで肌に優しく心地よい揉みほぐしが実
現。EMSのプログラムでエステのリンパドレナージュ効

果が期待できます。深層刺激で筋肉をほ
ぐすことで老廃物排泄、静脈とリンパ
の循環をよくし、皮膚再生、皮膚組
織向上効果も期待できます。

プロの手ごたえをリビングでセルフケア

コンパクトなボディでありながらプロ仕様
の高度な機能を搭載。トレーニングに、癒
やしに、筋肉のケアに。さらにお顔の
ビューティー機能も備えた小さな実力派。
この一台でトレーニングからフェイシャル
ケアまで、快適で美しい毎日をサポート。

吸引、ラジオ波、LEDの3つの機能を組み
合わせることにより、同時トリートメント
を実現しました。1つのハンドピースでボ
ディからフェイシャルまで全身のトリート
メントが可能吸引による揉み出しとラ
ジオ波による温熱、LEDの同時トリー
トメントが相乗効果を生み出します。

筋肉のアウターマッスル（表皮筋）からインナーマッスル（深
層筋）まで効率的に働きかけます。EMS特有のピリピリする
刺激が苦手な方でも使いやすいように、低周波特有の電気
刺激の不快感を軽減します。一定の刺激の間に特殊な刺激
を加える事で、すべての周波数帯においての筋肉収縮力、
筋肉聴力・維持力を増大させます。

気になる部位にはって集中エクササイズ。
深筋層までしっかりとアプローチ

Dr.ヴィアノード エレガンテ

￥128,000

MFIP、エレクトロポレーション、EMS、中・高周波、バ
イブレーション、赤色LED機能を搭載したウルトラ
パルスとスキンスクライバー、イオン導入(マイナ
ス)、超音波、青色LEDの機能が一つになった高機能
複合美容機器です。新たにMFIP機能を搭載してお
り、出力も110％パワーアップして生まれ変わりまし
た。この一台でフェイス･スカルプ･ボディの360°全
身ケアを実現し、あなたの美しさを加速させます。

フェイシャル・ボディ・スカルプ
トリートメントが可能な複合機器

セラピム リバイブフェイス
オーロラシューティカル
G7Pro

●サイズ／Ｗ5.2×Ｄ6×Ｈ20cm
●重量／約140g●電源入力／15Ｗ
●電源定格／AC100V 50/60Hz
●出力周波数／1ＭHz
●出力波形／RF波
●タイマー／5、10、15、20分

１秒間に750万回の振動を実現した超音
波、美容液の有用成分を効率よく深部まで
届けるイオントリートメント、汚れを吸着さ
せすっきりと落とすイオンクレンジングを
搭載。さらに赤外線で美容成分の浸透力
UP！可動式チタンヘッドで小鼻などの凹凸
にもしっかりフィット。操作中の機能を音声
で案内する自動音声ガイド付き。

超音波＆イオン美容の
プロ仕様美顔器

●サイズ／W6.0×D6.0×H20.8cm
●重量／約180g
●電源／ACアダプター 入力電圧:100V～
240V 出力電圧:DC5V 2A
●定格消費電力／2Ｗ
●ヘッド部材質／ステンレス合金

●サイズ／W5.23×D4.85×
　H15.75cm●重量／150g
　　●周波数／1kHz
　　　●出力／14～32V
　　　　●充電電流／200
　　　　　～300mA

￥68,000

【造形美】をテーマに開発された
最新の美容機器
余分を斬り、上げる部分は上げる、を実現させる為に2つの最新機能をを
搭載。さらに使いやすさと効率的に効果を出すための形状にもこだわり抜
いて開発された最新美容機器。出来る限りお客様に負担なく継続してご使
用頂けるように完全防水（IPX7仕様）に仕上げ、お風呂で”ながら使い”が出
来るように開発されました。どなたでも簡単にご使用でき１回のトリートメ
ントでも変化を感じてられます。
●サイズ／約Ｗ4.2×Ｄ4.7×Ｈ24.0cm●重量／約155g●消費電力／最大約8Ｗ
●電源定格／入力100~240V ＡＣ 50/60Hz 出力 5Ｖ ＤＣ1Ａ(USBケーブル）
●ＥＭＳ出力レベル／Ｆａｃｅ3段階、BODY
3段階●ＲＦ出力レベル／Ｆａｃｅ3段階オート、
BODY3段階●オートタイマー／6分

ＲＦ
EMS

￥148,000

スタイリフト

5,000ヘルツのEMSと
回転刺激でボディをシェイプ
気になるところに5,000ヘルツのEMS電
流を流すことで、筋肉を実際に運動した
ように刺激し、継続的に使用することで理
想のボディラインへ近づけることができ
ます。さらに回転刺激でエステのような心
地良さを得られます。

￥148,000

セラピム コアキューブ

目的に合わせて全身をトータルケア
コアキューブだからこそできるインナーマッスルト
レーニング。ボディとフェイス、それぞれに合わせた
効果的な使い方ができることが特徴です。エム
キューブ波が、あなたを理想の身体に近づけます。

￥128,000

セラピム シルエトロン

エムキューブ波搭載EMSだからできる
インナーマッスルトレーニング
世界が認めた波形「エムキューブ波」搭載のEMS機
器。優れた深部浸透性と電気特有の痛みを伴わない
刺激感。持ち運び便利な充電式。

●サイズ／約W24×D15×H5cm●重量／約550g
●電源入力／15W●電源定格／AC100 50/60Hz
●出力波形／エムキューブ波●出力周波数／1~12.5
万Hz●最大出力／55mA（500Ω負荷時)×2、FACE
モード＝1/3●タイマー／10、20、30、40分

イオン導入
エレクトロポレーション

EMS

セルチューン

●サイズ／W18×D19.6×H19.1cm
●重量／2 .7 k g●定格入力電圧／
DC24V/3A●定格消費電力／120VA

￥198,000

ツインビートR

吸引
ラジオ波

ラジオ波

●サイズ／W8.5×D3.2×H17.4cm
●出力レベル／1～90レベル
●タイマー／トレーニングコース：15/30分、リ
ラックスコース：15/30分、ケアコース：12時間
(固定)、ビューティーコース：10分(固定) マイクロ

カレント

●サイズ／Ｗ4.4×Ｄ20.2×Ｈ6cm●重量／123g
●アダプター定格電圧／入力：AC100 - 2 40V
（50/60Hz）出力：DC5V/1.3A イオンクレンジング

イオントリートメント

超音波
赤外線

MFIP
エレクトロポレーション

スキンスクライバー
イオン導入
超音波

●サイズ／W5.7×D3.7×H22cm
●重量／本体約225g、充電スタンド255ｇ
●電源定格／入力AC100～240V 50/60Hz
●消費電力／4.8W　●出力周波数／90kHz
●LED波長／青415nｍ（±10nm）/赤620nm（±10nm）
●タイマー／スキンクリーナー、イオン導入＆タッピング5分/
ウルトラパルス10分

200g
500g

規 格
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１台４役‼ 導入に特化した、マルチ機能

アキュライズ
サロン価格（税別）

「経絡や経穴を刺激し、肌の深部
にじっくり働きかける」といる東
洋美容の発想に着想を得て、特
殊温熱デバイス「a-pointo-HEAT 
ENARGY」を搭載。顔から頭皮まで働きかけ、
年齢を重ねた肌に確かなハリを与えます。

東洋美容とエステティックの
融合で目に見えるハリを！

サロン価格（税別）
スキンコンパス キュート

バイオブースター

フェイシャルとボディの両方に使え、すぐに引き
あがり、効果が実感できます。ポレーションプ
ローブとクレンザープローブは標準装備。メ
ニューの幅が広がるオプションプローブが別売。

コラーゲン＆ヒアルロン酸注入

●サイズ／W35×D22×H5cm
●重量／2kg●電源／100V 50/60Hz
●消費電力／12W

ダイヤモンドピールとエレクトロポレーションとリフ
ティングの3機能を備えた複合フェイシャルマシン。
ダイヤモンドピールで古くなった角質や不要な汚
れを取り除き、エレクトロポレーションで高機能
美容液を肌深部に効率良く届け、リフティング
ヘッドでお顔の筋肉を心地よく刺激し、たるみ
のない滑らかなフェイスラインを作り上げます。

MT　マルチフォレーシスPro 2
サロン価格（税別）

最先端メディカルエステ
技術である、イオン導入・
超音波導入・イオン／超
音波同時出力・エレクトロ
ポレーション・ラジオ波を
搭載したハイスペックマ
シンです。豊富な導子・プ
ローブバリエーション・５
つのアプローチ方法によ
り、高い美容効果と効率的
な施術を行うことができ
ます。

電気の力でお肌の再生、リフト
アップ、美容液の浸透を促す効
果が期待できるフェイシャル用
美容機器です。出力切替が8段
階になり、よりきめ細かいト
リートメントが可能です。フェイ
シャルトリートメントと共にハ
ンドトリートメントも行えます。

4種類の周波数をマルチにトリートメント

●サイズ／W32×D24×H9cｍ
●重量／2.45kg ●消費電力／最大10W
●付属品／導子コード＋導子板12本、フェイスマスク

サロン価格（税別）

べべ・ピノッチオ DM-5 SUPER DX Plus

今までの導入法でできなかった中
性分子や高分子の有効成分が導入
できる革新的導入法がメディカル
仕様にバージョンアップ。お客様の
肌質や体質などを選ばず幅広い年
齢層の方へのトリートメントが可能
です。

ディカル仕様にバージョンアップ
針を使わない導入マシン

●サイズ／W30×D25×H15cm
●重量／3Kg（プローブ約160ｇ）
●定格入力電圧／AC100～240V　
●定格入力周波数／50/60Hz
●本体定格電圧／DC12V
●消費電力／8W　●製造国／日本

ポレロ

従来タイプのプローブと共にローラータイプ導入で、ツインプローブ
のトリートメントが可能です。出力切替が10段階あるので、より良いき
め細かいトリートメントが可能。安心の日本製品。

ツインプローブのトリートメントが可能

●サイズ／W32×D24×H9cm

超音波

ラジオ波

●サイズ／W28×Ｄ20×Ｈ6.5cm
●重量／1050ｇ ●定格電圧／100-240V
●定格周波数／50Hz/60Hz ●消費電力／60W
●素材／本体・プローブグリップ/ABS樹脂

※オプション付属品別売

サロン価格（税別）

タカラ  コアデザイン

｢あたため｣｢ほぐす｣｢引き締め｣3ステップ
のシンプル手順。たったの3ステップで、お
顔を立体的に見せ、表情に若 し々い印象を
もたらし上向き顔へと導きます。ポイントを
しぼった効率的な施術プロセスと、見やすく
直感的な操作で簡単にマスターできます。

瞬間、上向き顔！
ビューティエクササイズマシン

●サイズ／W24.6×D22.6×H19.6cm
（突起部分を除く） ●重量／2.2kg
●付属品／コアフィットガーゼ（300枚入）

ダーマルヒーター
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業務用低周波美容器　BF-151

Cellulite ZERO Neo
サロン価格（税別）

セルライトゼロ ネオ
規 格

従来品より出力が15％UP、吸引力と温熱がパワーUPした最新
機種。同時に５つの施術を行えるため、結果を早く出すことが
でき施術時間も1/3に！左側のキャビラジは「キャビテーショ
ン」「スリムレーザー」「ラジオ波」「LED」が同時に施術でき、痩
せにくい頑固な脂肪をほぐします。右側のサイクロンラジは
「ラジオ波」「サイクロン吸引」「LED」が同時に施術でき、基礎代
謝を高めセルライトや冷え性にも効果を発揮します。
右側のサイクロンラジは、大中小3本のハンドピースの切り
替えが可能。ヘッドを付け替えることで、顔にLEDを照
射することもでき、フェイシャルケアも可能です。

１台５役のスピード施術
美容ダイエットマシーン

独自のプログラミングで制御された
「EMS」と「マイクロカレント」を搭載。
効率的なボディ&フェイシャル・ト
リートメントをシンプルな操作で提
供できます。

ボディとフェイシャルの
「同時トリートメント」を
この一台で

●本体サイズ／
　H22.5×D41.5×W36cm
●本体重量／8.5kg
●電源電圧／AC100V 50/60Hz
●消費電力／最大約200W

【ハンドピース／左】
ラジオ波／800Ｋｈｚ
LED／赤（650nm）
キャビテーション／32～38Ｋｈz
スリムレーザー／650nm/6ea

【ハンドピース／右】
ラジオ波／800Ｋｈｚ
サイクロン吸引
LED／赤（645nm）
 青（470nm）

【ハンドピース／右】
ラジオ波／800Ｋｈｚ
サイクロン吸引
LED／赤（645nm）
 青（470nm）

キャビテーション
レーザーダイオード
ラジオ波

LED
サイクロン吸引

スーパーセルムRFプラス

SuperCelum RF+

吸引×RF×ローラーのコンビネーション
3パターンの吸引リズムで手軽にトリートメントする「強力タップ吸
引」と、「ラジオ波によるディープヒーティング」で身体の脂肪・筋肉を
軟らかくして代謝をアップします。さらに、「ローリングもみだし」で凸
凹をなめらかにして老廃物を排泄します。
プローブは2タイプあり、部位に応じて使い分け可能です。静かな
モーター音と簡単装着ドレインタンクの採用。シンプルに見やすい
液晶表示でスイッチ操作もわかりやすいです。
●サイズ／W34×D38×H99cm
●重量／28kg
●定格電圧／AC100V 50/60Hz
●消費電力／140W

ウィンバック 3SE

WINBACK 3SE

●サイズ／W37×D45×H30cm
●重量／5kg
●電源／100～２４０V 50/60Hz
●メイン周波数／
　300KHz・500KHｚ・1MHz
●最大出力／300VA
●出力時間／0～60分

ブレスレット型エレクトロード
を両手首に装着して行う”完全
フリーハンド&ラジオ波施術”。
これまで培ってきた施術者の
技術と《WINBACK》の革新的
なテクノロジーを融合させる
ことにより、制約のない自由な
ラジオ波施術を行うことがで
きます。

ブレスレット型エレクトロードで
完全フリーハンド&
ラジオ波施術

お問合せください

●本体サイズ／W40×D34.2×H23.3cm
●本体重量／約7.5kg●定格消費電力／
5 0W●定格入力電圧／A C 1 0 0 V 
50/60Hz●出力／BODY：65V(最大)
EMS：18.5V(最大)MCR：50μA、200μA
(固定)●発振周波数／BODY：搬送周波数 
2500Hz、3000Hz、干渉周波数3～
400Hz、EMS：搬送周波数5000Hz～
5400Hz、干渉周波数 40～400Hz、MCR：
0.2Hz、2Hz●タイマー／BODY：0～30分、
EMS：0～15分、MCR：0～15分

BF-151
マイクロカレント

形状そのものが痩身効果を発揮する珠玉
のフォルム。
人体に合わせて自動可変する独立性を備
えた新機能と、安全性を重視しながら最大
限アプローチする新発想痩身機。

新しい概念を元に開発された
パラボラ痩身メソッド

●本体サイズ／W53×D5.5×H4cm
●本体重量／約780g●充電台座寸法／約
22×27×44ｃｍ●充電台座重量／約4.5kg
●消費電力／最大約10W●電源アダプター／
入力100~240V ＡＣ 50/60Hz出力12V DC 
3A●充電時間／約2.5H（目安）●本体接続
コード／2ｍ

パイラソード

PYR SWORD

高密度球体式連続超音波
脂肪層自動測定連動中周波
加圧＆軽擦ドレナージュ
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塗るだけで代謝が上がり、セルライトを
分解し脂肪をやわらかくしていく痩身ク
リーム。ボディメイクに加えてエイジング
ケアも可能に。「UNIFINE®-CO」を配合し
浸透型ミネラルの配合濃度も高めまし
た。ハンドマッサージ・ラジオ派・超音波
やキャビテーションの下地に最適！

ノンF エナジー プレミアム

￥6,000

アルゴテルム
セロム マンス グローバル

イトー  ノンエフ
コンディショニングクリーム

￥12,000250g
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

ノンＦクリームをベースにクエン酸
やカンゾ根エキス、イオン化ミネラ
ルなど配合した痩身クリームです。
0.2ナノのイオン化ミネラル成分が
美容成分の浸透率を高めます。

簡単、塗るだけ！ 理想のボディに
コンディショニング

￥10,800150mL

フィトメール
スリーピング ボディマスク

￥12,300100mL
200mL

頑固な脂肪にアプローチ 寝ている間中
ボディトレーニング!

フィトメール
コンセントレイト ゾーン アタック

ボディもフェイシャルも一台でOK！ボディには、キャビ
テーションとラジオ波で脂肪分解・脂肪燃焼を。さらにEM
系メニューと組み合わせることにより、分解した脂肪をす
ばやく燃焼させることが可能です。そしてフェイスの場合
は、ラジオ波を行ってからトーニングをすることでシワ、た
るみ、毛穴の改善、小顔などの効果を促していきます。

キャビテーション・ラジオ波・トーニング
LEDマスクの４つの機能を
装備した複合機

大小二種類のプローブを備え、効率的なボディトリートメントを行えます。施術する部位ごとに最適な出力レベルがプリセットさ
れる、自動プレ設定機能搭載。特殊な超音波を使用することにより、女性特有の凸凹肌や気になる贅肉に強力に働きかけ、メリハ
リのある滑らかなボディへと導きます。

脂肪そのものに働きかけて痩せたい部分を簡単にスリムアップ

サロン価格（税別）
パイラバースト ゼロ

プローブをスムーズに動か
せる水溶性ジェル。機器の効
果を高める有効成分をたっ
ぷり配合。脂肪のまわりに蓄
積された水分・老廃物など
に働きかけて、ボディを引き
締めます。香りにはブルガリ
アローズ水を使用。

●サイズ／W27×D31×H45cm
●重量／5kg
●消費電力／100V 50Hz/60Hz
●超音波出力／28-65khz
●初回付属には専用ジェル12本と
大プローブがさらに予備で1本ついてきます。

体の部位を四肢と体幹の5部位に分
けて測定します。多周波数を使用し、
体成分測定のベースとなる体水分を
正確に測定します。8点接触型電極を
利用し、測定のスタート位置を常に一
定に保って体成分を測定することが
可能です。統計的な推定データを利
用せずありのままの体成分を測定し
ますので、特異体型や筋肉型過体重、
隠れ肥満も正しく評価します。

体の4大構成成分や骨格筋、 脂肪、部位別の筋肉バランスを 高精度に測定

PYR BURST ZERO

サロン価格（税別）
ITO-InBody370+

ITO-InBody370+

●サイズ／W46×D67.7×H102cm
●重量／約20kg
●定格電源／AC 100V～240V、50/60Hz
●測定電流／250μA
●測定周波数／20KHz、100KHz
●測定時間／4秒（体重測定時）
●体成分測定時／45秒

●体幹部の単独測定も可能な部位別直接測定
●精密な多周波数分析
●常に安定した8点接触型電極測定
●推定に頼った経験変数の排除

高精度・高再現性を実現する技術的特徴

7インチ大画面
フルカラー液晶

タッチパネル・
音声ガイド式

折りたたみ式

ラジオ波
キャビテーション

トーニング
LEDマスク

フィトメールのスリミング成分を詰め込
んだ、短期集中ボディケア美容液。もっと
も効果的な7成分を配合、脂肪がつきや
すい部分や、ボディ全身のセルライト等
をケア。ペッパーの効いたはつらつとし
た香り。2週間の集中使用がおすすめ。

寝ている間の新習慣、脂肪肌を引き締
めるナイトジェル。睡眠中に活動する脂
肪細胞の働きに着目し、独自の培養海洋
成分や植物性カクテル成分配合で寝て
いる間にボディケア。マリンやシトラス
の香り。

２週間集中ケア‼
すっきりボディラインへ
肌をキュッとひきしめシャープで
すっきりとしたボディラインのお
肌へ導く、２週間分の集中ケア
美容液。べたつかず、肌にスッと
なじみます。

●付属品／ラジオ波×２、キャビテーション×1、トーニン
グ×1、LEDマスク×１
●サイズ／W29.7×D44×H50cm ●重量／約7kg
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パイラレプトス プラス
パイラ プラス

純国産

認証器

純国産

認証器

純国産

ハンドピースを付け替えることなく、脱毛、フェイシャルケア、ボディケ
ア、ヒップアップ、バストケアをモード別にプログラム。1ショット0.5秒、
0.7秒、0.9秒の3種類から照射スピードを選択できます。高速モード0.5
秒間隔で連続照射した場合、全身脱毛が40～60分で完了します。

人気機種、リオキシーの卓上型脱毛機。アビーはNPL（ニューパルスライト）方式により脱毛にスピードと効
果をもたらします。今まで難しいとされていた産毛や色黒のお肌のお客様へのアプローチを可能にし今ま
でなら、結果が出るまでに1年半～2年ほどかかっていた施術期間を大幅に短縮、半年～1年（1ヵ月に1度の
施術）で施術を終了することができます。アビーは御社の施術時間、コスト構造を劇的に変化させます

他にはないNPL方式の光美容機器

高速モードで施術効率アップし、
さらに低ランニングコストも実現 濃く太い男性のヒゲやすね毛を、ムダなく効率的に脱毛。痛がるお客さ

まが多いヒゲ脱毛に対応した専用モードを搭載。脱毛のみならず、フェ
イシャルケア、ボディケアのエステメニューも塔載。男性の精悍な印象
に磨きをかけるための施術を1度にご提案できます。

男性の毛質に合わせてパワーを調整

●サイズ／W39×D44×H24.5cm（突起部分を除く）
●重量／19kg
●使用電源／AC100V±10％、50/60Hz、14A
●消費電力／1,400VA以下
●波長／550～1,200nm
●照射範囲／12×46ｍｍ
●照射間隔／0.5～0.9秒
●最大照射数／182,000ショット
●ハンドピースケーブル／１．８ｍ

●サイズ／W39×D44×H24.5cm（突起部分を除く）
●重量／19kg
●使用電源／AC100V±10％、50/60Hz、14A
●消費電力／1,400VA以下
●波長／550～1,200nm
●照射範囲／16×46ｍｍ
●照射間隔／0.5～0.9秒
●最大照射数／182,000ショット
●ハンドピースケーブル／１．８ｍ

●サイズ／W39×D44×H24.5cm
 （突起部分を除く）
●重量／19kg
●使用電源／AC100V±10％、50/60Hz
●消費電力／1,400VA以下
●波長／550～1,200nm
●照射範囲／16×46ｍｍ
●照射間隔／0.5～0.9秒
●最大照射数／182,000ショット
●ハンドピースケーブル／１．８ｍ

●サイズ／W31.3×D42×H26.5cm
 （突起部分を除く）
●重量／16.5kg
●使用電源／AC100V±10％、50/60Hz
●消費電力／1,400VA以下
●波長／600～1,200nm
●照射範囲／12×46ｍｍ
●照射間隔／0.7～0.9秒
●最大照射数／122,000ショット
●ハンドピースケーブル／１．８ｍ

脱毛終了後のデリケートゾーン
のくすみなどのお悩みに、美肌
モードを搭載。光でターンオー
バーを促進し、肌の活性化を行
います。

デリケートゾーンに特化した美容脱毛器

サロン価格（税別）

KL-216

KL-213KL-211

品名

ルネッサンス LUNA

ルネッサンスUOMOルネッサンスGTR

純国産

毛の太さによって選べる2つの
モードを搭載。ハンドピースを
つけ替えることなく、お好みや用
途にあわせて切り替えができま
す。痛くない低刺激です。

施術ビギナーにおすすめの
エントリーモデル

サロン価格（税別）

KL-217
品名

ルネッサンス BANBI

abbey

アビー　本体一式（脱毛のみ） ●サイズ／35.6×53.5×32.5cm
●重量／30kg
●電源／１００V  50/60Ｈｚ
●最大出力／１４００Ｗ

デリケートゾーン

ヒゲ脱毛

のびが良く乾きにくい、施術しやす
いジェルです。多数の有効成分配
合でキャビテーション機器や超音
波機器、光脱毛機器など様々な場
面で活躍するジェルです。クララ根
エキス、褐藻エキス等を配合。

パイラシリーズから
プロの為の業務用ジェル
とクリームが登場！！

RF機器との相性抜群のクリーム
です。アスタキサンチン、レパゲル
マニウム、ヒアルロン酸Na、カ
フェイン、水溶性コラーゲンなど
の多数の美容成分を配合してい
るのでマッサージクリームとして
も使える便利なクリームです。

業務用RFクリーム

パイラ リンクジェル

パイラ リンククリーム

1000g

1000g

強い揉み出し＋有効成分で
脂肪燃焼を促進させ減量へ‼
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ニードⅡ

ドクターエルミスゼロ

3ｋｇ×4個入
3ｋｇ×2個入

ウイル スパイシー
マルチジェル

フラッシュ脱毛はもとより、超音波やキャビテー
ションなどの施術にも使用できる、お得な業務用
ジェル。垂れにくく、水でお好みの硬さに調整がで
きます。

お好みの硬さに調整できる
『スーパーハードジェル』

サロン用鼻毛ワックス脱毛セット。お手入れがし
にくい部分だけを簡単に脱毛できます。毛抜き
で抜くのと比べ、痛みが少ない脱毛方法です。
ワックス・スティック・ウォーマーすべて日本製です。

ビキニライン、腋などの面積が
少なく硬い毛の脱毛に使用しま
す。肌への負担が少なく、敏感肌
の方もお使いいただけます。

お鼻の入口まわりを
きれいにお手入れ！！

業務用に匹敵する出力レベル、照射スピードで
お手入れ時間は数分で快適な使い心地。照射レ
ベルも自動調整だから肌をなでるように滑らせ
るだけで簡単ケア。２種類のアタッチメント付き
で、お顔からボディ、ビキニラインまでをケアで
きます。照射回数最大合計120万ショットととて
も多く長寿命。

サロン生まれのハイクオリティ
ムダ毛ケア・美肌ケアがこれ１台

１秒間に約100回の
音波振動カミソリ

脱毛用
ハードワックス

サボテン ノーズワックス

ユニット内に独自の手法で冷却装置を内装(特許取
得済み)し、快適で安全な施術が可能なマシン。空冷
機種の課題であったショット間隔を水冷の機器とほ
ぼ同じにする事に成功し、よりストレスのない施術が
可能です。最新の技術で一つ一つの部品をコンパク
トにし、ハイスペックを保ちながらマシンの軽量化を
実現。持ち運びはもちろん、出張脱毛などでも使いや
すく便利になりました。眉、指、Vライン、Iラインなど
の細かい部位には小型タイプ、背中などの広い部位
には大型タイプを、部位に合わせて選べる2つのサ
イズの照射部をオプションでご用意しています。

部品をコンパクトにすることで軽量化を実現

安心機能をプラスした使いやすいタッチパネル

小さいプローブ

●サイズ／W41.7×D36.3×H26.4cm
●重量／12kg ●波長／550～1080nm
●最大出力／34J/Pulse
●電源／AC100V  50/60Hz 750W

認証器

純国産

脱毛用として使用され
るフラッシュランプ専
用の保護メガネです。

①~③
①単品
②単品

100本入
50回分

200ｇ

ハードワックス ホワイト
ニューワックス
レファレンス

①専用スティック

②専用ワックス ③専用ウォーマー

①~③
スターターセット
50回分

水洗い可能で衛生的な、な
めらかな使い心地のカミソ
リ。キャップ付。

●専用セットケース付
●スペアベルト１本付
●ノーズブリッジ３サイズ
（S・M・L）セット

●専用ソフトケース付
●ノーズブリッジ取替式
（S・M・L・XL）

￥49,800Dr.ELLEMISSZERO

●サイズ／約W6.7×D4.3×H16.3cm●重量／約250g
●定格電圧／AC100V-240V●定格周波数／50/60Hz
●定格消費電力／60W●材質／ABS樹脂、PC
●セット内容／本体(電源アダプター付)×1、フェイス用アタッチメ
ント×1、ボディ/ビキニ用アタッチメント×1、専用ゴーグル×1、電源
コード×1、肌色チャート×1、取扱説明書（保証書付）×1

●サイズ／W24.6×D19×H11.7cm●重量／1,450g●出力調整／10
段階/モード：2種類（EPI,SKIN)自動選択●最大商品電力／2A以下
(AC100V)●付属品／本体ライトスルーゲル200ｇ、EPIアタッチメント2個
ＳＫＩＮアタッチメント1個、取扱説明書、サングラス
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お見積りいたします

顔全体、首回りに光がまんべんなく届くように設
計され、顔の正面に6本、左右それぞれに顔と首を
照射する3本のライトが装着されています。レッド
ライト（赤色光633nm）によって肌が潤い、ハリが
出て、乾燥を防ぎ、すべすべとしたきれいなお肌
へ導きます。フェイシャルだけでなく、ハンドケア、
髪、まつ毛のケアにも。

折り畳み可能なコンパクトサイズ

ベビーズコラ
ビューティーライトフェイシャル

633nmの可視光線を出す良質な赤色LEDが全身を包みこみます。この
光は肌の真皮層まで働きかけ、コラーゲンの生成を促し、確かな肌の
ハリ・ツヤを実感していただけます。また、業界初の良質な赤色LEDを
使用することにより大幅に電気料金を削減。さらに長寿命でコストダウ
ン。電気工事は不要で、製品が届き次第すぐにご使用頂けます。

マシンの中で寝ているだけで全身エステが可能!
今話題のコラーゲンマシーン

●サイズ／W193×D90×H123cm
●消費電力／770W
●電源／AC100V 50/60Hz
●LED管／24本
●LED球／10368個

お見積りいたします
お見積りいたします
お見積りいたします
お見積りいたします

633nmの可視光線を出す特殊なランプを搭載したヨーロッパ発の最新
美容機器。
光が真皮層まで届き、肌に直接働きかけます。ただ寝ているだけの簡単
なエステなのに効果は絶大。
肌が本来持っているハリやツヤをよみがえらせてくれるコラーゲンマシン
は、浴びた翌朝、実感される方が多いのも特徴です。
身体の中から温め、ダイエット効果も期待できます。

光で全身エステ! コラーゲンフラッシュトリートメント

既存のエステベッドにピッタリの
スペースを取らない反面タイプ
●サイズ／W225×D110×H140、開口時172cm
●重量／約81Kg（キャスター抜）
●定格消費電力／1.81Kw
●定格電圧／230V
●定格周波数／50/60Hz
●電気容量／単相200V 15A
●シークレットランプ（上部）／14本×100W
●顔用ランプ／5本×25W
●付属／ボディ用冷却ファン、アラーム、使用時間表示付、デジタルタイマー、
　キャスター、専用ゴーグル、専用枕

￥7,800卓上スタンド

●サイズ／W26（パネルOPEN時の43cm）×
D21×H48●重量／5.1kg
●規格／入力100V 50/60Hz 200W ライト　
15W×12本

Baby’s Colla

光線治療から生まれた肌再生システムで
メスや注射を使わずに安全な光で“若返る”驚異のアンチエイジングトリートメント
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FV-801

デジタルフェイシャルスチーマー

「お水入れ過ぎ防止機能」を搭載。その他にも「空
焚き防止機能」、「タイマー機能」、「噴霧量3段階調
節」などうれしい機能も。低価格なのに高性能な人
気商品です。
●サイズ／W50×H96～126cm（アーム先端まで）、
アーム長60cm（アーム角度は固定） ●消費電力／700W
●ビーカー容量／700ml ●立ち上がりまでの時間／約15分
●噴霧時間／大:約40分  中:約45分  小:約50分

空焚きや水の入れ過ぎを防ぐ
機能を搭載

※オプションパーツは別売です。
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背もたれのリクライニングは
電動で楽に角度の調整が可能

高さの調整も
電動でらくらく操作

適度な厚みと
ソフトで心地よい座面

“お客様の快適”と
“サロン様の使いやすさ”をサポートする
国産電動ベッド

うつ伏せ時のお客様への負担を
軽減する様々な工夫をしています

●サイズ／W72×D200×H50~86cm
●重量／約64kg

0~65°

50~86cm

ボディトリートメントの際に
安心な安定感のある足元

枕の角度を変えられ、
うつ伏せ時のトリートメントの
快適さを保ちます。

30~90° うつ伏せ時に腕を乗
せられる高さ調整の
できるアームサポー
ト付き電動ベッド T2

長時間のトリートメントにも適した快適な座面。
日本製の安心品質なフェイシャル・ボディ両用ベッ
ドです。
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ホットマット

脊髄を中心として30cmのセラミック粉末、遠赤外
線効果にて体内からの発汗作用に優れています。
痩身に最適な商品です。サイドのファスナーを外
して上下マットを分割使用も可能。耐久性・保守性
にも優れコスト面でも大変お得です。

省電力フィルム採用のサロンで大好評の
マット形状包み込みタイプのマット

コストパフォーマンスの優れたヒートマットが誕生

上下マットそれぞれに操作コントローラーが付属した完全セパレートタイプ。組
み合わせてヒートマットとしての使用はもちろん、分離して敷マットとして別々の
部屋で使用することもできます。また、上下マットそれぞれの販売も可能なので、
買い足しや故障時の予備マットとしても気軽に購入ができ安心です。ヒートマッ
トには熱伝導に優れたカーボン綿材をマット全体に施してあります。耐久性に優
れており断線しにくいのが特徴です。優れた温熱効果で全体に短期間でより効果
的に発汗できます。

●サイズ／上マット W80×D175cm
 下マット W160×D180cm
●タイマー／30、60、90分、3段階調節
●温度設定／40～70℃、7段階調節
●消費電力／400W、（片面）200W
●重量／上マット 2.8kg
 下マット 4.5kg
 セットマット 7.3kg

サロン価格（税別）
メビコ・ジャパン　ドームリフレ

遠赤外線放射物質(セラミック・カーボンブラック・
トルマリン天然鉱石等)を焼き付けした熱伝導の良
いアルミ合金に、ヒーターを特殊形状で組み合わ
せたドームサウナ専用の特許ヒーターです。素早く
温度が上昇し、短時間で実用温度になります。
下部の発熱量を多くして温度を高くし、ドーム天井
に向かって徐々に発熱量を少なく温度を低くする
ことにより、空気の対流を作りドーム内の面ヒー
ター全面が同一温度になります。
ヒーターに表・裏があるため、従来型のように外装
レザーが熱くなりません。ドーム内を効率よくあた
ためる省エネタイプのヒーターです。

快適&高性能のドーム型サウナ

●サイズ／大ドーム W72×H46×D91cm
 小ドーム W62×H41×D91cm
●重量／大ドーム 9kg、小ドーム 10kg、コントローラー 2kg
●定格電源／AC100V 800W（最大800W 最小80W）
●付属品／スポンジレザー長枕、ネックカバー、反射敷マット

￥60,000 TB-447

ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵のレザー
製マット。温度調節機能付きのスライドボリューム式コン
トローラー標準装備。折りたたんでの収納も可能です。
●サイズ／W60×D155cm、クッション厚みcm
●重量／約3kg●素材／難燃ビニルレザー張り
●加工／抗菌, 耐薬品, 防汚, 難燃
●温度／約45℃（目盛「強」の場合）

クッションの厚み10mmで
ソフトな感触

※18色からお選び頂けます。詳細はお問合せ下さい。
※受注発注になりますので、ご注文後2週間ほど頂戴しております。
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※イメージ画像です。扉が開いた状態では
　殺菌灯は点灯しません。

TAIJI
ホットキャビ HC-10UVe

SO-H8F（木目ブラウン） SO-H18F（木目ブラウン） HC-10UVe

TG8310（50Hz）
TG8310（60Hz）

TAIJI
ホットキャビ HC-11UV Pro

HC-11UV Pro

UVランプ（殺菌灯）付きモデル。スムーズ
な扉の開閉を実現したこだわりのヒンジ
と、ホットキャビに最適化されたプログラ
ムによる温度制御が可能です。庫内容量は
11リットル、おしぼり約55本収納可能。

"HC-10UVe"は奥行きを浅くした薄型。深
紫外線を照射する殺菌灯(UV-C)付。
扉・フロント部は樹脂を使用しているので
サビの心配がありません。
電子制御で2段階の温度設定切り替えが
可能です。庫内温度をL(70℃)・H(80℃)の2
段切替可能。

美容業界向けに開発したマイクロスコー
プは固定焦点を採用し、複雑な倍率設定
は一切必要なし。本体を頭皮や肌の見た
い場所にあてるだけ。倍率の調整が要らな
いからぼやけることなくすぐに観察できお
客様をお待たせしません。

お肌の油分・水分・弾力が1度に測定でき
ます。年齢を入力することで年齢別（５歳
ごと）の平均データと比較した測定結果が
得られます。

コンパクトで一灯式タイプで、棚1段、省エネ
タイプの消毒器です。ハサミ、ブラシなど衛
生的・清潔な器具を使用することで、お客様
に安心・安全を提供します。プラスチックや
シリコン製のスパチュラ(ヘラ)や理美容のは
さみなどの金属類の消毒に向いています。

●外形サイズ／W45×D36.3×H32.2cm
●庫内サイズ／W34.8×D20.7×H15.2cm
●重量／7.5kg ●消費電力／190W
●付属品／棚皿1、ドレーン受け1、変換プラグ1
●カラー／ホワイト

●外形サイズ／W35×D27.5×H29cm
●庫内サイズ／W27.4×D19.5×H18.5cm
●重量／6kg ●消費電力／120W
●付属品／棚皿1、ドレーン受け1

●サイズ／W6.5×D2.6×H13.2cm
●重量／80g
●カメラ／約92万画素 CMOSセンサー
●電源／3.7V 600mAh リチウムイオン電池
●付属品／マイクロスコープ本体、収納袋、
USB充電ケーブル、取扱説明書 ●サイズ／W55.3×D54.6×H157.3㎜

●重量／115g ●付属品／乾電池単４×２

●外形サイズ／W41.3×D27.5×H25.7cm
●仕様／内装・棚網はステンレス製、棚/1段
●付属品／10W殺菌灯×1
●カラー／ホワイト

４

４

3R-WMBTEG50
（50倍レンズ）

頭皮50倍 肌50倍

UVキュービック

ワイヤレスマイクロスコープ トリプルセンス
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トリートメント専用に開発されたワゴンです。

プラスチック成型天板使用のスタンダードデザインの
ワゴンです。キャスターは2ヵ所にストッパー付。NCハン
ドラホルダー取付可能。

オールホワイト、オールブラック、オールブラウン

タカラ ワゴンA2

エステティック機器をすっきり整理。幅広の天板が特
徴。大きめのエステ機器を乗せても安定感があります。
●サイズ／W59×D35×H84ｃｍ

ハンディシャワー イオム（IO霧）

「IO霧」から放出される業界最高
水準量の「ウルトラファインバブ
ル」が、お肌のシワや毛穴の奥ま
で入り込み、メイク汚れや皮脂汚
れをしっかり洗浄。また、加齢臭
や男子臭などの臭いの原因とな
る毛穴の奥の汚れにも働きか
け、お肌のトーンもアップさせま
す。お好みで５つのシャワー
モードに簡単に切り替えられま
す。節水率は、約40%～最大70%

ミストで洗う新習慣
健康的な髪・肌へ

●サイズ／約H23.45×D8.45×W9.65ｃｍ
●重量／約165.2ｇ●推奨使用温度／5～45℃
●通水量／4.73～9.08/分(流動水圧0.12MPa 
にて計測)

￥8,000



43

オイルナックス

オカモト プラスチックグローブ

ジアナックス

1L ￥1,200

500ｍL ￥1，500

50枚入

500ｍL付替 ￥1，450
リピートセット ￥2，950
４L（希釈タイプ） ￥4，200
20L（希釈タイプ）￥12，000

小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

油を分解する洗剤でしっかり
油をとり“ふんわりタオル”に復
活します。タオルだけでなく
あらゆるところの油汚れに。

パウダーフリーなのでゴムア
レルギーの方にも最適な超薄
手タイプのプラスチックグロー
ブ。左右兼用。

オイル汚れスッキリ！

ぴったりフィットする
超薄手仕様

BFE、VFE、PFE試
験済みの安心・
安全の高品質
サージカルマ
スク。レギュ
ラーサイズ、ホ
ワイト。

BFE試験済みで
安心・安全！三
層構造の不織
布フィルター内
蔵マスク。レ
ギュラーサイ
ズ、ホワイト。

耳の部分がワ
イドでソフト。
立体形状で快
適な使い心地
のマスク。

パック剤や美容
液との相性抜
群。12ミクロンの
薄さからは想像
出来ない使い心
地で、熱をキー
プし保湿します。

かたさいろい
ろ、弾力性に
富んだ痩身
用バンデー
ジ。

やわらか 幅20ｃｍ×5ｍ 1本

かたい 幅10ｃｍ×4.5ｍ 6本入
かたい 幅17.5ｃｍ×4.5ｍ 6本入

エーツーケア マウスウォッシュ

エアミスティ ミニ

１２０g ￥1,700
小売価格（税別）サロン価格（税別）規 格

A2Care（MA-T）の主成分はそのまま。アル
コール・エタノール・ミント・ハッカなどは不
使用で、ほぼ水と同じ感覚で使えるマウス
ウォッシュです。歯磨きだけでは取り除けな
い菌を洗浄し、虫歯や歯周病を防ぎます。

MA-Tを効率よく空間に噴霧。コンパ
クトなサイズで場所をとることなく
部屋中の空気を除菌・消臭します。

お子様からシニアまで使用可能

部屋中を除菌・消臭

無色・無臭の除菌・消臭剤。
アルコールフリーの主成分がウィルスや細菌、カビ、アレルギー
物質に働きかけ除菌、カビの抑制効果を発揮。
二酸化塩素を活用した活性水で、幅広い用途にお使いいただけ
ます。ANAを始め、航空会社や鉄道会社、スポーツ施設などにも
採用されています。

匂いを基から除去！！
プロが認める本物、次世代の除菌消臭剤

エーツーケア 300mL スプレー

エーツーケア 300mL レフィル

4L

エーツーケア 4L（100ppm）

￥7,500

※インターネットでの販売は
　禁止させていただいており
　ます。
※定価販売の厳守をお願い
　致します。

AIR MISTY mini

パイラ アルミマスク

コットン大

8×８ｃｍ 500ｇ（約400枚）

100枚入 ￥4，000 箱マスクサージカルマスク

50枚入50枚入

●サイズ／S・M・L 全長23ｃｍ
●材質／塩化ビニル樹脂
●仕様／パウダーフリー
●ディスポーサブルタイプ

「次亜塩素酸ナトリウム」+「塩酸」+「純
水」を希釈混合することで生成された
次亜塩素酸水（HCLO）。極めて高い安
全性を有する除菌消臭剤です。
カビ菌・ウイルスに除菌・不活化効果
があり、身近な食中毒菌の繁殖まで防
止し、接触感染・空気感染を防ぎます。
消臭効果も期待できます。
手指の洗浄・除菌、テーブルや床等の
除菌、野菜・果物などに。

幅広い除菌・抗ウィルス対策が
可能な「次亜塩素酸水」

4L・20L
400ppm
※用途によって希釈濃度を変えてお使い下さい。

【リピートセット】
・500ｍL×1本
・500ｍL付替×1本

500ｍL 500ｍL
付替

※やわらかタイプは15ｃｍと10ｃｍもございます。
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手元にフィットするソフトな材質のシリコ
ンボウル。粉末状のパック
などを溶く際に便利な
アイテムです。

ピンク、オレンジ、ター
コイズ、パープル、ブ
ルー・ホワイト・ブラッ
ク・ブラウンのいずれ
かの色のアソートセッ
ト６枚入。色の指定は
できません。

クリーム等の拭き取り
にお使いいただけるス
ポンジチーフです。

長さ15×幅3.5cm

長さ18.5×幅2.5cm

適度な弾力でパックの塗りやすさ
を追求。パックの塗布に適した平筆
タイプ。

山羊毛を使用した肌当
たりの優しい板刷毛で
す。パックの塗布等に使
用できます。

山羊毛を使用した肌当たりの
優しいホホ刷毛です。

山羊毛を使用した肌当
たりの優しい筆刷毛。洗
顔フォームの泡立てに
最適です。

NB1501

アイオン タオルターバン

●サイズ
74.5×28.5ｃｍ
●カラー
クリーム、ピンク、
グリーン、ブルー

１枚

ブラシでつくる
根本ふんわり、ボリュー
ムアップ。
マイナスイオンでまと
まるうるおいカール。

●700W
●ワイドキャッチブラシ
●「DRY-SET-COOL」
●315ｇ
●コード1.7m

ピンク ゴールド

TIC325 ピンク、ゴールド
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ブライトキングは、東レが開
発した「コンフォートセン
サー」を使用。組織構造に
よる毛細管現象の働きで、
汗をすばやく吸収し、拡散・
乾燥させる高機能素材。
※G-451、G-453に使用。

ブライトキング素材

●サイズ／フリー ●ボタン調節機能付
●素材／ブライトキング、ポリエステル１００％

サロン価格（税別）

G-451 前中心丈92cm
サイズ型番・品名

G-451 ブラウン

サロン価格（税別）

G-450 前中心丈92cm
サイズ型番・品名

G-450 ピンク G-450 ホワイト
●サイズ／フリー ●ボタン調節機能付
●素材／ニット、ポリエステル7０％、綿30％

●サイズ／フリー
●素材／ニット、ポリエステル7０％、綿30％

サロン価格（税別）

G-404 身頃丈95cm
サイズ型番・品名

G-404 ホワイト G-404 ピンク

サロン価格（税別）

E-3146 S・M・L・LL
サイズ型番・品名

145×190cm

サロン価格（税別）サイズ品名
エステジャンボケットホワイト

180×230cm
マイヤータオルケット

マルハル
マイヤータオルケット

60×130cm

サロン価格（税別）サイズカラー

イエロー、グリーン、ピンク、
ブルー、サーモンピンク

マルハル
800匁カラーバスタオル

34×90cm
サロン価格（税別）サイズ規 格

240匁
34×90cm300匁
34×90cm360匁

マルハル
赤線タオル（12枚入）

34×90cm
サロン価格（税別）サイズカラー

ホワイト

60×130cmホワイト

34×90cm

ピンク、ブルー、オレンジ
イエロー、グリーン

マルハル 240匁  カラータオル
総パイル（12枚入）

約60×120cm

サロン価格（税別）サイズカラー
スノーホワイト、キャラメルブラウン、
パープルブルー、ピーチピンク

スノーホワイト、キャラメルブラウン、
パープルブルー、ピーチピンク

エアーかおる ダディボーイ バス

●太糸（綿20番手）
●オーガニックコットン
●日本製

●極太糸（綿16番手）
●オーガニックコットン
●日本製

肌ざわりの良い
マルハルのタオル
肌ざわりの良い
マルハルのタオル

32×85cm

サロン価格（税別）サイズカラー
エアーかおる  ダディボーイ フェイス

シリーズ
最上級モデル。
最高の拭き心地

シリーズ
最上級モデル。
最高の拭き心地

軽さと
柔らかさに加え、
納得のボリューム感

軽さと
柔らかさに加え、
納得のボリューム感

サロン価格（税別）

E-3150 S・M・L・LL
サイズ型番・品名 サロン価格（税別）

E-3151 S・M・L・LL
サイズ型番・品名 サロン価格（税別）

E-3144 S・M・L・LL
サイズ型番・品名サロン価格（税別）

E-3152 S・M・L・LL
サイズ型番・品名

サロン価格（税別）

E-3079 SS・S・M・L・LL・３L
サイズ型番・品名 サロン価格（税別）

E-3096 SS・S・M・L・LL・３L
サイズ型番・品名 サロン価格（税別）

E-3148 S・M・L・LL
サイズ型番・品名

1 オフホワイト

1 オフホワイト

7 ライトベージュ 4 モカブラウン 4 モカブラウン

サロン価格（税別）

E-3135 S・M・L・LL
サイズ型番・品名

シロタ  ガウン・ユニフォーム

ワンピース ジャケット チュニック ワンピース

ジャケット

ガウン ガウン ガウン

ジャケット チュニックワンピース

●機能／防透け、制電、ストレッチ、撥
水、撥油、防汚、吸汗、速乾
●素材／（セオアルファ）ポリエステル
100％●仕様／両脇ポケット、後ろ裾
ベンツ、後ろファスナー開き

●機能／防透け、制電、ストレッチ、撥
水、撥油、防汚、吸汗、速乾
●素材／（セオアルファ）ポリエステル
100％●仕様／左胸ポケット、背中心
ボックスプリーツ、前ファスナー開き

●素材／ブッチャー
ポリエステル100％
●仕様／左胸・両脇ポケット、後ろ裾
ベンツ、後ろファスナー開き

●素材／ブッチャー　ポリエステル
100％●仕様／左胸・両脇ポケット、
後ろ裾ベンツ、後ろファスナー開き

●機能／防透け、制電、ストレッチ、撥
水、撥油、防汚、吸汗、速乾
●素材／チドリ：ポリエステル100％、
ブラック：（セオアルファ）ポリエステル
100％●仕様／両脇ポケット、胸ポ
ケット内側共布ループ付、前ファス
ナー開き、背中心ボックスプリーツ

●機能／防透け、制電、ストレッチ、撥
水、撥油、防汚、吸汗、速乾
●素材／チドリ：ポリエステル100％、
ブラック：（セオアルファ）ポリエステル
100％●仕様／両脇ポケット、後ろ
ファスナー開き、胸ポケット内側共布
ループ付

●機能／防透け、制電、ストレッチ、
撥水、撥油、防汚、吸汗、速乾
●素材／チドリ：ポリエステル100％、
ブラック：（セオアルファ）ポリエステル
100％●仕様／左胸・両脇ポケット、
後ろベンツ、後ろファスナー開き

ワンピース

●機能／防透け、制電、スト
レッチ、撥水、撥油、防汚、吸
汗、速乾
●素材／チドリ：ポリエステル
100％、ブラック：（セオアル
ファ）ポリエステル100％●仕
様／左胸・両脇ポケット（右の
み二重ポケット）前ファスナー
開き、右脇ループ付、胸ポケッ
ト内側共布ループ付

●機能／防透け、制電、ストレッチ、撥水、撥油、防汚、吸
汗、速乾
●素材／（セオアルファ）ポリエステル100％
●仕様／左胸・両脇ポケット、裏なし、胸ポケット内側共布
ループ付、袖口スリット入り（折り返し可能）

5 ブラック

7 ライトベージュ

5 ブラック

5 ブラック

5 ブラック

6 チドリ 6 チドリ

6 チドリ

6 チドリ
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●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
　　　　工業洗濯対応
●素材／ストレッチラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット（ネームループ付）
両脇ポケット、背中ボックスプリーツ、
裾ボックスプリーツ、ベルト付、フロントファスナー
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L

CL-0013

●機能／透け防止、吸汗、制電、ストレッチ
●素材／フルダルSTツイル
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、後ろファスナー
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

CL-0241

C-10
ブラック

C-10 ブラック

C-22
ピンク C-10

ブラック

C-10
ブラック

C-83
クリーム

C-7
ベージュ

C-22
ピンク

C-7
ベージュ

C-10
ブラック

C-7
ベージュ

C-22
ピンク

C-7 ベージュ C-22 ピンク

C-1 ホワイト

●機能／透け防止、制電、ストレッチ
●素材／丸編みニット
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
 後ろファスナー
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

●機能／透け防止、吸汗、制電、ストレッチ
●素材／フルダルSTツイル
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
 後ろファスナー
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

CL-0240

CL-0243 CL-0185

T-7802

CL-0261

●機能／透け防止、制電、ストレッチ
●素材／丸編みニット
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
 前ファスナー
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

●機能／透け防止、制電、ストレッチ
●素材／丸編みニット
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
 後ろファスナー
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

●機能／透け防止、制電、ストレッチ
●素材／丸編みニット
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、襟元スナップ
 ボタン付、前ファスナー、袖口スリット
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

●機能／透け防止、吸汗、制電、ストレッチ
●素材／フルダルSTツイル
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
 後ろファスナー
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

チュニック

C-23 ライトピンク

C-83
クリーム

CL-0264

●機能／防粉
●素材／ツイル
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸名札ループ、両脇ポケット
●サイズ／フリー
幅54ｃｍ、前中心丈85ｃｍ、腰紐長164ｃｍ
着丈99.5cm

●機能／はっ水、はつ油、防汚
 （テクノクリーン）
●素材／フルダルSTツイル
●混率／ポリエステル100％
●仕様／両脇ポケット、
 ネームループ付
●サイズ／Ｍ、Ｌ

C-10
ブラック

C-76 グレージュ

MK-0045MK-0001

C-10 ブラック

●機能／制電、ストレッチ
●素材／ストレッチツイル
●混率／ポリエステル100％
●仕様／両脇ポケット、左右ヒップ
　　　　ポケット、裏地なし
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

●機能／透け防止、吸汗
●素材／ニット
●混率／綿50％、ポリエステル50％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、前ファスナー
●サイズ／S・M・L・LL・3L

C-76
グレージュ

C-12
オフホワイト

C-10
ブラック

C-76
グレージュ

C-12
オフホワイト

C-10
ブラック

C-76
グレージュ

C-12
オフホワイト

C-10
ブラック

MK-0043

●機能／透け防止、制電、ストレッチ
●素材／丸編みニット
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
 後ろファスナー
●サイズ／5・7・9・11・13・15号

パンツ（女）

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
　　　　工業洗濯対応
●素材／ストレッチラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット（ネームループ付）
　　　　両脇ポケット、後ろファスナー
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
　　　　工業洗濯対応
●素材／ストレッチラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット（ネームループ付）
　　　　両脇ポケット、後ろファスナー
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
　　　　工業洗濯対応
●素材／ストレッチラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット（ネームループ付）
両脇ポケット、後ろファスナー
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
　　　　工業洗濯対応
●素材／ストレッチラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット（ネームループ付）
両脇ポケット、後ろファスナー
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L

C-10 ブラック

C-12 オフホワイト C-10 ブラック

C-2 オフホワイト×ピンク

C-7 ベージュ

C-10 ブラック

C-12 オフホワイト

C-12
オフホワイト

C-83
クリーム

C-83
クリーム

C-10
ブラック

MK-0022

MK-0020

MK-0040 MK-0041 MK-0042 MK-0025

MK-0021

MK-0023 MK-0044

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
イージーケア、工業洗濯対応
●素材／コネクト（トリコット）
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
右脇スマホポケット、ウエストループ付
●サイズ／S・M・L・LL・3L

C-83
クリーム

C-10
ブラック

C-12
オフホワイト

C-83
クリーム

C-2
ピンク

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
　　　　工業洗濯対応
●素材／ストレッチラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ネームループ、両脇ポケット、
袖口スリット、裾センターベント、後ろファスナー
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
　　　　工業洗濯対応
●素材／ソフトラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
（左中ポケット・右ペン差しポケット付）
●サイズ／S・M・L・LL・3L

ジャケット（女）
●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
イージーケア、工業洗濯対応
●素材／コネクト（トリコット）
●混率／ポリエステル100％
●仕様／左胸ポケット、両脇ポケット、
右脇スマホポケット、ウエストループ付
●サイズ／S・M・L・LL・3L

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
イージーケア、工業洗濯対応
●素材／コネクト（トリコット）
●混率／ポリエステル100％
●仕様／ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、
インナー付（オフホワイト、ベージュのみ）、股下マチ
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

●機能／透け防止、制電、ストレッチ、制菌、
工業洗濯対応
●素材／ストレッチラチネ
●混率／ポリエステル100％
●仕様／両脇ポケット、インナー付
（オフホワイト、グレージュ、ベージュのみ）
●サイズ／SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

ジャケット（女）

C-10
ブラック
×

ベージュ

C-7
オフホワイト
×

ベージュ

C-10
ブラック
×

ベージュ

C-7
オフホワイト
×

ベージュ

C-12
オフホワイト

C-7
ベージュ

C-12
オフホワイト

C-83
クリーム

C-10
ブラック

NEW
COLOR
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スリランカで育まれた100％天然のスパイスや
ハーブが15種類もブレンドされたスパイスティー
です。中身は顆粒状で、冷え症や健康志向の方々
におすすめです。紅茶ではなく、スープとも違う味
を是非味わってみて下さい。

アーユルヴェーダのスパイスティー
飲むだけで、抗酸化作用を促し、必須アミノ
酸、ミネラル、ポリフェノール等を体内へ取り
入れることで美肌力を取り戻し、ダイエット効
果を導きます。

お茶で導く不思議なチカラ
食物繊維・ミネラルを豊富に含む
「キャンドルブッシュ」を中心に、
毎日のスッキリに役立つ天然茶
葉をブレンド。ためこまない毎日
をサポートします。利きめが強す
ぎるという方に、穏やかな利きめ
でスッキリをサポートする「ライ
ト」もあります。

便秘に悩む方におススメのお茶

1箱（7個入）
￥480
￥3,200

単品（1個入）
サロン価格（税別）小売価格（税別）規 格

メディカルハーブティーを毎日続けて飲むことは動脈硬化、脂質の酸化の抑制や、
しわ、しみなど皮膚の加齢変化の予防につながります。溶け出す有効成分はハーブ
によって様々ですが、フラボノイドやアントシア
ニン、ポリフェノール、ビタミンC、精油成分の
一部などが胃腸から吸収されます。

100％ナチュラル＆オーガニック。
抗酸化成分が豊富なメディカルハーブティー

メディカルハーブティー
ハーブブリュワー

● 呼吸
深く穏やかな呼吸のために。
ペパーミント、セージ、ジンジャー

● クレンズ
深く穏やかな呼吸のために。
ダンデライオン、スペアミント、
バーレイグラス

● リラックス
心地良い休息へのサポートに。
ルイボス、カルダモン、カモミー
ル、レモンバーム、ペパーミント、
ラベンダー、フェンネルスイート、
レモングラス、セージ

心地良い休息へのサポートに。
ルイボス、カルダモン、カモミー
ル、レモンバーム、ペパーミント、
ラベンダー、フェンネルスイート、
レモングラス、セージ

● フォーウーマン
女性のためのサイクルに。
フェンネルスイート、アニスシー
ド、タイム、レモンバーベナ、キャ
ラウェイ、ネトル、ラベンダー

● スムーズ
食べすぎたなと思ったときに。
フェンネルスイート、レモンバーベナ

● ディフェンド
季節の変わり目も元気でいるた
めに。
エルダーベリー、ローズヒップ、タ
イム、シデリティス

● ビューティー
キレイを磨く温活美容に。
ジンジャー、レモングラス、レモン
バーベナ、シナモン、レモンバー
ム、カモミール、ターメリックパウ
ダー、クローブ、ジンジャーオイル

パッケージに直接お湯を注いで
抽出できます。

〈全7色〉

世界一抗酸化作用のある植物と言われている
宮古ビデンス・ピローサに
焙煎オオムギとウコンを加えた
飲みやすい味と香りの健康茶

ハービデンス ハーブティ

キレイプロダクツ薬膳茶シリーズ

薬膳茶 「毎日、ムリなくキレイヲをはぐくむ」   国際中医薬膳師監修のもと茶葉を厳選した薬膳茶

￥4,5004ｇ×30包
4ｇ×30包 ￥4,500
3ｇ×20包 ￥3,900
4ｇ×30包 ￥3,900
3ｇ×20包 ￥3,900

①温・美巡茶
②サラ
③リバティ
④デ・ルー茶ストロング
⑤トートス
⑥トライアルパック 各種５包入 ￥3,900

女性特有の悩み～「冷える」「むくむ」
「時々便秘になる」をトータルサポー
ト。気血水のメグリをよくして、悩みの
原因「瘀血」を浄化する茶葉を国際中
医薬膳師が茶葉を厳選し、根本的に改
善を目指したブレンドティー

①温・美巡茶
アレルギーや肌荒れの原因となる血
液循環を良くする茶葉を国際中医薬
膳師が厳選ブレンド。
花粉症などのアレルギーやニキビな
どのお悩みに。安心のノンカフェイン。

②サラ

業界初！老化を加速する糖化毒素AGEｓ
産生抑制効果実証!!
肌のたるみ、くすみが気になる方に美
肌へ導くビューティサポートティ。
安心のノンカフェイン。

⑤トートス
各５包ずつ入ったトライアルパック。
⑥トライアルパック

「ダイエットからの解放（LIVERTY）」を
テーマに、国際中医薬膳師が茶葉を
厳選。
全３３種の茶葉が代謝アップ＆ダイ
エットをフルサポート。

③リバティ
排出だけでなく、環境美活を考え茶葉
をブレンド。
デ・ルー茶ストロングは毎日のスッキ
リと環境美活をサポートする、ティータ
イプのデトックス系サプリメント。

④デ・ルー茶ストロングキレイプロダクツは、気のエネルギ―を整えて太りやすくなってしまっ
た原因となっている排出力の低下を改善するために、体質別に５種を
ラインナップ。毎日のティータイムをビューティ習慣に！キレイの基本を
整えるサプリメント茶です。
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①1000ｍL
②④⑤1000ｍL
③1000ｍL

内側から白く輝く飲む日焼け止め

ビーマックス
メグリィ

3ｇ×30包

ビーマックス リポソーム シー ビーマックス ザ アス

有効成分を体内に届ける
「リポソーム型ビタミンC」を配合

環境ストレスに着目した
”飲むエアシールド”

トータルインナービューティーケア
Dコレクション

￥9,0004g×30包入
小売価格（税別） サロン価格（税別）規 格

医療業界からの信頼が非常
に高い「FK-23乳酸菌」を5,000
億個以上高配合。美容の救世
主「プロテオグリカン」と、若々
しく美しい体を守る「米セラミ
ド」でビューティーケア。

119種類の厳選素材で
美味しくデトックス

馬プラセンタ＋各種ミネラル発酵物
調整水を一切使用していません
500mL中に300000mgとい
う高濃度で貴重な馬プラセ
ンタを配合。美容・健康素
材に調整水を一切使用せ
ず作られました。

￥2,400

農薬や化学肥料を一切使用してい
ない国産大麦若葉を使用。ミネラル

や各種ビタミン、酵素、タンパ
ク質、繊維などが豊富に含ま
れていますので、健康維持や
肌を若々しく保つ抗酸化作用
にも優れています。

ビーマックス
リズム

￥4,20050mL×10本 ￥9，00040ｇ×15食入

健やかな体づくり
や透明感に欠かせ
ないビタミンCの理
想的な補給をサ
ポートします。さら
に、亜鉛・セレンに
加え、イミダゾール
ジペプチドも配合。

主成分シトラス果実
及びローズマリー葉
エキス末に、オリーブ
葉抽出物、ザクロ抽
出物、ビタミンＤなど
7種類の成分を配合
した紫外線をブロッ
クするサプリメント。

国内初登場の注目
成分「ゼロポリュー
ション」を2カプセル
あたり250mg配合。
空気中の気になる
物質からのバリア
機能、ダメージ修復
をサポート。

ホットにめぐる 
ビューティ速温感ドリンク
心と体の美とめぐりをサポートするジン
ジャードリンク。ショウガ発酵エキス
4,000mgを主成分に、黒大豆ポリフェノー
ルなど黒の成分9種に加え、さらにスー
パーフードビーツ（ビートルート）を配合。

ビーマックス
シルキィ

毎日の”お休み前習慣”で
キレイを育む
世界9ヵ国で特許取得の低分子ヒアルロン酸
「ECM-E*」をはじめ、プラセンタ・コラーゲン・
HMBカルシウム等118種類の美容成分を濃密
配合。カラダの中からうるおいとハリに満ちた
全身美容を実現するスペシャルドリンク。

￥6,200

注目の健康・美容成分の生ローヤルゼ
リーを主成分とし、その他に11種類の成分
を配合。ローヤルゼリー特有成分のデセン
酸は、心と体のバランスにとって重要役割
を担っています。

心と体を癒す女王の力

ビーマックス
ローフード55カカオ

55種類以上の厳選した野菜・果物・穀物の健康食
材を生のままフリーズドライ。カカオをはじめ、消
化吸収がよくエネルギーになりやすいMCTオイ
ル、抗酸化をサポート
する7種のベリーを
ブレンド。

カカオ味のシェイクタイプ
生酵素ドリンクサプリメント

ビーマックス
キヌア ビービー

￥5,5001.8g×30包

高濃度天然ビタミンB群、アセロラビタミン
C、大豆ビタミンEに加え、植物性の天然マ
グネシウム・鉄分を配合。キヌアは栄養価
が高く、アミノ酸のバラ
ンスが優れてい
るため、近年注目
されています。

天然の濃縮ビタミンB群を配合

￥6,500 30カプセル ￥5,500 ￥4,60050mL×10本 30mL×10本

土佐一生姜＋レモン＋黒糖
ピリッとしたぽかぽか飲料
土佐一生姜を１本に約400ｇ
相当使用し、さらに広島県産レ
モン果汁と黒糖を使用したこだ
わりの商品。ホットでもアイス
でもおいしく飲めるピリッと辛
味のきいたぽかぽか飲料です。

イズム

①イズム プラス
瀬戸内産の野菜や果物75種類を3年半発酵させた植物発酵
エキス配合の酵素ドリンク。ビタミンB6配合の栄養機能食品。
②イズム ピーチテイスト
ピーチ味の酵素ドリンク。植物発酵エキスの他、コラーゲンペ
プチド、ヒアルロン酸、プラセンタエキス、ビタミン各種も配合。
③イズム ピーチテイスト ゼロ
0カロリーのピーチテイスト。さらに桜の花エキス、エラスチ
ン、プロテオグリカンも配合。
④グロリエ イズム レモン
程よい刺激のレモンテイスト。植物発酵エキスの他に、コラー
ゲン、プラセンタ、ビタミンB1、B2、B6,B12をバランス良く配合。
⑤グロリエ イズム マスカット

①②④⑤5倍希釈③3倍希釈

爽やかマスカットテイスト。植物発酵エキスの他に、コラーゲ
ン、プラセンタ、ビタミンB1、B2、B6,B12をバランス良く配合。

美味しく続けやすい酵素ドリンク

￥5，500
￥4，000
￥3，500

桑の葉・大豆イソフ
ラボン・抹茶・乳酸
菌を美味しく飲み
やすくした粉末タイ
プの青汁です。プラ
センタも配合。
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検査キット

カットスリム

食前・食後に飲むことで、気になる「糖
質」「脂質」「塩分」に働きかけて、無理な
く健康的にダイエット。L-シスチン、オル
ニチン、ウコン、赤ブドウ、ビタミンＣ、ビ
タミンＥなど、お肌や身体に効果的な
成分も配合し日々の健康とキレイをサ
ポートします。

気になる「糖質」「脂質」「塩分」
をカット

￥5，40030包入

5種類の消化酵素（アミラーゼ、プロテアーゼ、リ
パーゼ、セルラーゼ、ラクターゼ）を含む穀物発酵
素材を配合。年齢を
重ねるごとに減少す
る体内酵素を補い、
エイジングケアを行
います。

毎日サミー

すべての関節の痛みに！
酵母（サミー含有）配合サプリ

サロン価格（税別）

￥3,000①60粒
￥5,800②120粒

小売価格（税別）規 格
① ②

関節痛緩和成分「酵母
（サミー含有）」、プロテオ
グリカンと発酵プラセン
タ末を配合したサプリメ
ント。

サロン価格（税別）小売価格（税別）規 格

ふかひれ
コラーゲンゼリー

植物酵素が健康と栄養補給をサポート
天然のふかひれと使用したマン
ゴー味のコラーゲンゼリー。１本
にふかひれ１枚分相当のコラー
ゲンが含まれています。
毎日の美容と健康
にお役立て下さい。

１日２兆個の乳酸菌プレミアムサプリ

栄養がギュっと詰まった
植物酵素ペーストタイプ

美容寿命をのばす
赤の巡りサプリメント医療業界、医師から注目の集まる乳酸菌を３種

（FK-25、LFK、nanoECF）厳選し、１日２カプセル当
たり２兆個の乳酸菌を高配合しました。これは市
販のヨ―グルト約450個分の乳酸菌に相当します。
100％ヒト由来エンテロコッカス・フェカリス菌も
配合。お腹にしっかり届き、カラダに溜まっている
悩みをスッキリしたし、美と健康を取り戻します。

野草、野菜、海藻など、こだわり抜いた
素材を1年以上かけて発酵・熟成。113
種類もの素材が凝縮されています。
豆乳の中で1年間発酵・熟成した16種
類の乳酸菌、水溶性食物繊維も配合。

「巡りケア」「小顔ケア」「エイジン
グケア」「シルエットケア」ができる
サプリ。酸化にアプローチするア
スタキサンチン、巡り力をアップ
させるヒハツエキス等配合でカ
ラダを温め、余分なものは外へ！

精油成分とミネラルが豊富な
春ウコン配合
春ウコンを宮古島のミネラル豊
富な土壌と地下水で栽培し、独
特な加工を施して、多くの機能性
が確認されている宮古ビデンス・
ピローサ粉末をブレンドした粒
タイプのサプリメントです。

アスタビューティープラス ハーメリック  タブレット

フジスコ
プレミアム補酵素のちから（ペーストタイプ）

￥4,5008ｇ×30包

￥6,500280ｍｇ×150粒￥7,50090粒（3粒×30日）
※発注単位は３個です。

エピエ 腸内フローラ検査キット

￥23,000

エピエ 美容DNAキット

￥18,500

自分を知り、未来が分かるDNA検査キット 専門家があなたのDNAタイプを分析。
採取方法は簡単で、採取棒を口の中で転がすだけ
であなたの美容リスクがわかります。
１人ひとりの結果に合わせ、最適な美容・健康管
理のアドバイスが受けられます。

腸内フローラを分析！腸内フローラ検査キット あなたのお腹に棲む腸内細菌全体をDNAレベルで分析
することで、腸内フローラの状態を明らかにします。腸内
フローラは健康と美容に大きく影響する為、フローラ
が悪い方向に向かわないよう、美フローラを作る為の
科学的根拠に基づいた次世代カウンセリングです。

￥12，000

※初回ご購入の際は、販売店登録が必要となります。

水素発生原料「マイクロクラスター」
が体内で水分と触れて膨大な量の水
素を発生させます。1608ppbという水
素濃度で長時間水素を発生させ続
け、効率よく体内で水素が活用されま
す。悪玉活性酸素のみ中和・除去（抗
酸化）をして自己免疫力を高めます。

ロスリダクション

￥12,00060粒

体内で水分と触れて
水素を発生させるサプリ
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ファストザイム プラス
ファストザイム イオ

G-デトック

コラーゲン フェイシャル

キャラメルデトック

グランホワイト

スパ バーニング

ハッコウ ストリーム

F-ブロッカー

A-クリア

亜鉛&バナジウム天然水
富士山の地下深層水

ファスティング時の
サポートドリンクに最適

ダイエットをサポートする
成分配合

￥9,600①

￥6,000②
①
②

通常タイプ
500mL×48本入
通常タイプ
2L×12本入

バナジウムをはじめ、亜鉛やケ
イ素など約34種類のミネラル
をバランスよく含んだミネラル
ウォーター。他のバナジウム水
よりも高濃度のバナジウムを含
んでおり、多くのミネラル成分
を含んでいます。

100%植物由来の乳酸菌サプリメント
日本古来の食文化から生まれた発酵食品の「植物
性乳酸菌」にこだわって研究開発。原材料には、
塩を一切使わない長野県・木曽地方の伝統食“すん
き漬け”由来の植物性
乳酸菌と152種類もの
国産植物由来の「酵母」
を配合。

国産70種類以上の果物·野菜を3
年半もの間じっくりと熟成発酵さ
せた100%天然の酵素ドリンクに
イオン化ブルーグリーンアルジー
と水溶性珪素（ケイソ）がプラスさ
れた植物性乳酸菌発酵飲料。
①ボトルタイプ②スティックタイプ

女性に嬉しい成分が豊富
日々の栄養補給に
70種類以上の作物を、熟成発酵させ
た植物性乳酸菌発酵飲料。酵素はもち
ろん、ビタミン・ミネラル・アミノ酸・
ファイトケミカル・乳酸菌などをバラン
スよく摂取することができます。女性に
うれしい成分が豊富なストロベリーや
プエラリア・ミリフィカ、ザクロの他、
CELABIO-F、亜鉛酵母を配合。 ②①

②

①

ご注文が必要となります。詳細はお問い合わせください。
2万円以上の

※①は３本以上のご注文で上記のサロン価格となります。
　３本未満の場合は１本￥          です。

初回ご購入は覚書の提出が必要です

ファストザイム スリム

770種にも及ぶ原材料を3年半熟成
発酵させて作った植物乳酸菌発酵
液をベースに発酵期間の若いフ
レッシュなエキスもプラス。糖質の吸
収を抑制する桑の葉エキスや、脂肪吸
収を抑える茶抽出物（カテキン）、脂肪燃
焼効果のあるツバキ種子エキスなどダ
イエットをサポートする成分を配合

東洋で古来より重宝されてきたハーブ、スパイス、
根菜類を全63種類配合しダイエットをサポート

「食事とともに」を習慣にして毎日のボディ
メイクをサポート。

スッキリを中からサポートする素材を厳選配合。
美ボディブレンドで出ないをスッキリ。

スッキリを中からサポートする素材を厳選配合。
美ボディブレンドで出ないをスッキリ。

10種類の植物原料を「テンペ菌」で発酵さ
せ、4種類の発芽雑穀をブレンド。

季節のグズグズに。スッキリへとアプローチする
ハーブやサポート素材など全31種類を配合

ハリのある毎日を送るために、ローズヒップ、コラー
ゲンなどの美容サポート素材を全32種類配合

女性が憧れる「麗しき輝き」を目的に厳選
素材全31種類を配合。

エステプロ・ラボ
フローラバランス EX グランプロ

￥8,60030包

エステプロ・ラボ プロフェッショナルユース
ハーブティーセレクション グランプロ（各種）

ハーブや茶葉を世界中から厳選し、目的別にブレ
ンド。難易度の高い独自技術を駆使して製造され
た、全８種類のプロユース・ブレンドハーブティー。

エステプロ・ラボ
ファストプロ グルテンフリー パスタセット

●セット内容　８食分
パスタソース４種（レッドベ
ジ＆ソイミート、ベジカレー、
和ーキノコクリーム、スイート
ベジ）190ｇ×各2袋、スプ
ラウテッド ブラウンライス パ
スタ 25ｇ×8袋

B6リーフレット×1部、作り方ガイド×1枚付

添加物やグルテンなどを排除した
「発芽玄米」パスタセット
植物性由来の食材のみ使用。
ヘルシーで低カロリー。日々
の食生活改善、ボディメイク
のサポートに。

￥7,500
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LINE ID
LINE ID
QR コード

お電話で

お届け

お届け日・時間帯指定

送料

FAXで

インターネットで

必要事項をご記入後ご送信ください。後日確認のご連絡をさせていただきます。

トーク画面で簡単にご注文いただけます。
返信は営業時間内とさせていただいております。
お急ぎのご注文はお電話でお願いいたします。

本州 ￥700
四国・九州・北海道 ￥1,100
沖縄 ￥2,500

3

2

1

3

LINEで4

2

1 クロネコあんしん決済サービス1

代金引換2

代金クレジットカード決済3

口座振込4

https://www.n-neobix.net/

送料はお客様負担と
なります。

＜御振込先＞
カ）ネオビクス　三菱UFJ 銀行　池袋支店　（普）7787085
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