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0120-039-198

受付時間9：00～18：00（土・日・祝日は除く）

受付時間9：00～18：00（土・日・祝日は除く）

化粧品専用のご相談窓口
キ レ イ

『キレイダイヤル』

ご相談・お問い合わせは お客様相談室

XAW 001116 4000（DL-CE）6837

【現金返済保証制度】
飲食料品・一部商品を除き、現金返済保証制度を設けております。返品または交換を承りますので、
お求めになったライフクリエーターにお申し出ください。
※商品の色は印刷のため、実物と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
※本体価格には消費税は含まれておりません。 記載事項の無断使用を禁ず。 
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永遠に若く美しい肌を手に入れたい。すべての女性の願いを叶えるために、

スキンケアサイエンスの粋を集めた　　　　がいま始まります。

　　　がもたらす若々しい肌実感は、

エイジングケアという概念を超え、

リバースケアという新しいジャンルに突入します。

いま、スキンケアサイエンスの持てるすべてのチカラを

１本に凝縮した〈Procare Reverser Serum〉で、

その実力をその肌で体感してください。

いま、エイジングケアを超えた
リバースケアが始まる。

エックスリュークス

プロケア リバーサー セラム
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与えるだけのエイジングケアではなく、肌本来のチカラを目覚めさせる新時代のスキンケアへ。

最先端の美容成分を厳選し、そのチカラを最大限に発揮するバランスで配合。

既存のエイジングケアを凌駕する夢の美容液が誕生しました。

時間を巻き戻したような初 し々い肌へと誘います。

極上の美容成分たちが
肌を目覚めさせていく。

※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※2 アセチルヘキサペプチド-8（保湿成分）,ペンタペプチド-18（保湿成分）
※3 トリフルオロアセチルトリペプチド-2（保湿成分）　※4 クロクスクリサンツス根エキス（保湿成分）

ヒト幹細胞培養液※1

幹細胞を培養する時に分泌される分泌液には、多くのグロースファクターが含まれます。ヒアルロン酸，
コラーゲン，エラスチンの再生力をパワーアップさせるといわれ、いまエイジングケアの切り札として注目され
ています。プロケア リバーサーセラムにはこのヒト幹細胞培養液※1を配合し、いままでのエイジングケア
では考えられない肌実感を実現します。

アルジレロックス※2

最先端の化粧品原料が集う世界大会“In-Cosmetics2014イノベーションアワード”でブロンズ賞を受賞し、
コスメ業界から注目を集めている成分です。従来の「ハリ」成分、アルジルリンの進化系ともいえるこの
成分を配合し、毎日のエイジングケアに拍車をかけます。

プロジェライン※3

“In-Cosmetics2012イノベーションアワード”で金賞受賞。遺伝子を保護するテロメアの長さを維持する
ことにより、真皮コラーゲンやエラスチンを保護し、ハリや弾力を取り戻します。

ダームコム※4

“In-Cosmetics2012イノベーションアワード”で銀賞受賞。表皮と真皮を繋ぐ成長因子である「CTGF
（Connective Tissue Growth Factor）」の生成を促進し、コラーゲンとエラスチンを増加させます。

高浸透性リポソームカプセル
どんな美容成分も肌表面で留まっていては、そのチカラを発揮できません。プロケア リバーサー
セラムは、医療業界でも使われている高浸透のリポソームカプセルを採用。優れた美容成分を肌の
奥まで送り届けます。
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837 831

プロケア リバーサーセラム

本体価格￥49,000
本体価格￥18,000商品番号 837

商品番号 831

（10mL×1本入）

（10mL×3本入）

香調：ダマスクローズの香り※9

お手入れステップ 朝と夜のスキンケアにプラスしてご利用ください。

使用方法

1回３プッシュを肌になじませるように顔全体にのばします。シワやたるみなど、特に気になる部分には重ねて
お使いください。

使い方

プロケア リバーサーセラム 美容液化粧水 クリームなどクレンジング・洗顔・ふきとり化粧水

≪4つの主な配合成分≫
ヒト幹細胞培養液※1 アルジレロックス※2 プロジェライン※3 ダームコム※4

※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※2 アセチルヘキサペプチド-8（保湿成分）,ペンタペプチド-18（保湿成分）　
※3 トリフルオロアセチルトリペプチド-2（保湿成分）　※4 クロクスクリサンツス根エキス（保湿成分）　※5 ヒアルロン酸アスコルビル　※6 カプリロイルジペプチド-17　
※7 水溶性プロテオグリカン　※8 ビフィズス菌培養溶解質　※9 ダマスクバラ花油（香料）

4つの主な配合成分をサポートする美容成分
肌あれを防ぐ
●ザクロエキス
●セイヨウニワトコ花エキス
●フラーレン

うるおい
●オプンチアフィクスインジカ茎エキス
●サッカロミセスセレビシアエエキス
●乳酸桿菌／スベリヒユ発酵エキス

輝き
●オオアザミ果実エキス
●アルブチン
●VITA-HA（ビタ エイチエー）※5

ハリ
●PROLIPHIL F4（プロリフィル Ｆ4）※6
●ヘキサペプチド-33
●クロトンレクレリ樹脂エキス

肌をなめらかに
●プロテオグリカン※7

●ビフィズス菌発酵エキス※8

●アセチルヘキサペプチド-8
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