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生活が大きく変わっても、困難に直面しても、

夢をもっていれば、道に迷うことはありません。

あなたの行く手は、

あなたの夢が明るく照らしてくれるから。

これからの時代も、ともに歩いていきましょう。

エックスワンは、

さまざまな商品の価値を世の中に届けることで、

皆さまの夢をいつまでも応援し続けます。
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〈C o l l e c t i o nの表紙アート〉

Illustrator

吉濱 あさこ  Asako Yoshihama

透明感のある美しい女性を柔らかなタッチで
描くことを得意とし、百貨店や大手企業の
広告、書籍、女性誌、Webなどにたくさんの
作品を提供されています。
そんな吉濱あさこさんにエックスワンの想いを
伝え、コロナ禍でも夢をもって前向きに生きる
女性の姿を、光が溢れる華やかな世界観と
ともに描き下ろしてもらいました。



Personal Care
パーソナルケア

エックスワンの

パーソナルケア商品で、

肌や髪が本来もっている

美しくなる機能を

内側と外側からバックアップ。
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●ピルフィーノ▶P49-51
●馬油クリーム▶P51
●プルマ▶P51
●エネルマーノ▶P52

●エックスリュークス 
　プロケアビヨンド
▶P33-36

●フィネティア▶P37-40

毎日使うものだから、肌や髪にやさしい天然成分を主に採用。

安全性を徹底的に追求しています。

そして、外側からうるおいを与えるだけでなく、

内側から健康的な美しさを取り戻そうとするのが、

エックスワン パーソナルケア商品の特長。

そのために、世界から優れた美容成分を積極的に取り入れるなど、

肌本来の機能を支えることを大切にして開発されています。

また、「心と身体の共鳴」を考えた、やさしい香りもお楽しみいただけます。

ク

●エックスリュー
ロケアビヨン
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詳しくは　　　　  へ●表皮・・・・・・・・・・・・・・・・

詳しくは　　　　  へ●真皮・・・・・・・・・・・・・・・・

ほとんど脂肪で構成され、骨や神経などを保護しています。●皮下組織・・・・・・・・・・

皮ふの表面・皮ふの構造

皮ふの表面は、皮丘（ひきゅう）と呼ばれるふっくら盛り上がった
部分と、皮溝（ひこう）と呼ばれる溝があります。皮丘と皮溝で
できる凹凸を肌のキメと呼びます。すこやかで美しい肌のキメは、
三角形に整って並んでいます。
皮ふの構造は、表皮、真皮、皮下組織の3つの層から成り立っています。

Guide 1

Guide 2
Guide 3

皮ふは表皮・真皮・皮下組織の3つの層からできています。
効果的なお手入れをするためにも、
それぞれの部分の構造とはたらきを知っておきましょう。

はじめに、
肌のメカニズムを学びましょう

基礎知識肌のメカニズム

美しくすこやかな肌を保つための4つのポイント

基底層で生まれた細胞は徐々に肌表面へと押し上げられ、やがて
垢となってはがれ落ちます。このサイクルを新陳代謝といいます。その
周期は約28日間といわれており、短すぎても長すぎてもいけません。

加齢や環境（乾燥・紫外線など）、ストレスなどの影響を受けると
新陳代謝が乱れ、次のようなトラブルを引き起こします。

●ターンオーバーが長すぎると角質やメラニン色素が留まり、
くすみやシミ・ソバカスとなってあらわれます。

●ターンオーバーが短すぎると角質細胞の水分保持力が
低下し、乾燥や肌あれ・シワなどを引き起こします。

表皮の新陳代謝を整える

タ
ー
ン
オ
ー
バ
ー
が
正
常

タ
ー
ン
オ
ー
バ
ー
が
乱
れ
て
い
る

角質層

すこやかな肌 トラブル肌

顆粒層

有棘層

基底層

●表皮の新陳代謝

皮ふのpHとは、皮ふ表面にある皮脂膜の
pHのことをいいます。健康な皮脂膜の
pHは、4.5～6.5の弱酸性です。

皮ふのpHを弱酸性に保つ

強酸性 強アルカリ性中性
0

4.5～6.5

肌

●皮ふのpH

7 14

すこやかでみずみずしい素肌を保つためにも日頃のスキンケアで表皮の新陳代謝の
サイクルを整えてあげることが大切です。

美しい肌を保つには、皮ふ表面のpH
バランスを弱酸性に保つことが大切です。

1. 2 .

表皮

皮下組織

真皮

毛孔 汗孔皮溝 皮丘

新陳代謝が
乱れると…

Personal Care パーソナルケア
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角質層

（透明層）

顆粒層

有棘層

基底層

●表皮の構造表皮は上から、
角質層・顆粒層・有棘層・基底層の4つの層から成り立っています。

皮ふのいちばん外側にあり、扁平な核のない角質細胞が10～20層くらい
重なっています。角質細胞の中には、NMF（天然保湿因子）があり、水分を
保つはたらきをし、細胞の間をうめている細胞間脂質が、水分をキープする
重要なはたらきをしています。

●角質層・・・・・・・・・・・・・

紫外線を反射させ、体内への侵入を防ぐはたらきをしています。●顆粒層・・・・・・・・・・・・・

5層（透明層含む）の中でもっとも厚い層です。流れているリンパ液が表皮
細胞に栄養を与えています。

●有棘層・・・・・・・・・・・・・

表皮のいちばん下にあり、表皮細胞を生みだしています。つくられた細胞は
変化しながら徐々に上に押しあげられ、最後はアカとなって落ちます。また
基底層には、メラノサイトという色素細胞があり、紫外線などの刺激に
よりメラニン色素を生成します。

●基底層・・・・・・・・・・・・・

表皮の構造と役割Guide 2

●真皮の構造

コラーゲンやエラスチン・ヒアルロン酸を中心に構成されています。
肌のハリや弾力を保つ役割を担っています。

繊維状のたんぱく質で、網の目状にはりめぐり、肌のハリを保っています。●膠原線維・・・・・・・・・・
   〈コラーゲン〉

コラーゲンと結びついて、肌の弾力を保っています。●弾力線維・・・・・・・・・・
   〈エラスチン〉

コラーゲンやエラスチンをつくり出す細胞です。線維芽細胞の活発なはた
らきにより、肌のハリや弾力がまもられます。

●線維芽細胞・・・・・・・

コラーゲンやエラスチンの間をうめているゼリ－状の物質。ヒアルロン酸
などの保湿成分で満たされ、肌のうるおいを保っています。

●基質・・・・・・・・・・・・・・・・

真皮の構造と役割Guide 3

こうげんせんい

かりゅうそう

ゆうきょくそう

せんいがさいぼう

手のひらと足の裏のみに存在する層です。  （透明層・・・・・・・・・・・・・ ）

角
質
層

●肌の角質層

水分

NMF

細胞間
脂質

角質細胞水分
皮脂膜角質層のうるおいは「水分」「NMF」

「脂質」の3つのバランスが整って保たれて
います。肌表面を皮脂膜がおおい、水分を
逃がさないようにまもっています。

角質層のうるおいをまもる
個人差はありますが、肌は20歳を過ぎると徐々に
エイジング（加齢現象）が始まります。うるおいを
まもる皮脂膜ができにくくなったり、角質層の
水分が減少して刺激に対しても弱くなります。
さらに弾力やツヤも失われ、シミやシワ・たるみ
などがあらわれます。

肌のエイジングスピードを遅らせる

NMF（天然保湿因子）
ナチュラルモイスチャー
ライジングファクター

細胞間脂質 皮脂膜

肌のエイジングを止めることはできませんが、スキン
ケアでそのスピードを遅くすることは可能です。

角質層にたっぷりのうるおいを与えるとともに、逃がさないようにキープできる
肌の力を育てることが大切です。

3. 4.

皮脂と汗によってできる天然の
クリーム。肌表面をおおい、
乾燥から肌をまもったり、細菌の
繁殖を防いでいます。

細胞の間をうめている“モル
タル（セメント）”のようなもの。
水分をキープし、肌のバリア
機能を担っています。

水分を引き寄せる成分で、角質層
内部のうるおいを保っています。

※基底層の最下部、真皮との間には“基底膜”が存在し、表皮と真皮をつないで体内から供給される水分や栄養分を表皮に届ける役割をしています。

膠原線維
（コラーゲン）

線維芽細胞

基質

弾力線維
（エラスチン）

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 肌のメカニズム 基礎知識
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夜

朝
Step2Step1

※ハンドマッサージは同日に
行わないでください。

※マイルドなタッチなのでハンド
　マッサージにもお使いいただけます。

プロ アジーク
P.31

304商品番号

プロ アジーク
P.31

304商品番号

インナップEX  
クレンジング
フォーム MD

インナップEX 
クレンジングクリーム MD

P.19
806商品番号

P.19
805商品番号

P.22
927商品番号

 インナップ  
 ホワイトクリーン
 ローション

クレンジング 洗顔 イオンクレンジング ソニックトリートメント
（超音波）

週1回 毎日のケアに週1回

ハボン デ
エックスワン

P.24
819商品番号

よりデリケートな肌に

角質ケア

〈             インナップEX〉
ベーシックケア

肌を育む
基本ステップ

医薬部外品

基礎化粧品のチカラを最大限に発揮させるために正しい使用法をマスターし、ひとつひとつの過程をていねいに行いましょう。
使用量・使い方は、各商品ページに詳しく説明してありますのでご覧ください。

ススキンケア商ア商品のお手入れ入れステップップ

スペシャルケアⅠ・Ⅱ

毎日のステップに
プラスのお手入れ

335商品番号 335商品番号

（ソニックトリートメント）

※マッサージにもお使いいただけます。

エックスリュークス
エグゼティシャン
クリームウォッシュW

P.13
798商品番号

エックスリュークス
エグゼティシャン
マッサージクレンジングW

P.13
797商品番号

〈エックスリュークス〉
ベーシックケア

いつまでも
美しい肌を叶える
スキンケア

Personal Care パーソナルケア
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Step3 Step4

ホワイトケア

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホワイト
ケア

ホワイト
ケア

 インナップ  
 ホワイトピュア
 エマルジョン

P.22
928商品番号

保湿

 エックスワン
 トリートメント
 エッセンス

P.24
815商品番号

※エレクトロポレーションと
ソニックトリートメント、イオン
トリートメントは同日に行わ
ないでください。

プロ アジーク
P.31

304商品番号

保湿 保湿

〈保湿対策クリーム〉
インナップEX  
モイスチャークリーム MD

 〈保湿対策化粧水〉 
 インナップEX  
 モイスチャー
 ローション MD

P.20
P.21

809商品番号

〈保湿対策クリーム〉
インナップEX  
モイスチャークリーム
モア MD

P.21
813 814商品番号

〈保湿対策化粧水〉 
インナップEX
モイスチャー
ローション モア MD

P.20
812商品番号

化粧水 美容液② 部分ケア クリーム

週1回週1回

美容液①エレクトロポレーション
L-EMS

P.22
926商品番号

 インナップ
 ホワイトスティック

スキンケア商品のお手入れステップ

335商品番号

（イオントリートメント）

（エレクトロポレーション）

リボーテ
P.27

306商品番号

商品番号 808

ホワイトケア

Step2Step1
保湿

 〈高機能化粧水〉 
エックスリュークス
 モイストリジュビネイターW

P.15

 〈高機能美容液〉 
 エックスリュークス
 プロケア
 リバーサーセラムW

P.14
790 791 793商品番号 795商品番号

保湿
エモリ
エント

 〈高機能保湿クリーム〉 
エックスリュークス
 セルリカバークリームW

P.15
796商品番号

 〈リップクリーム〉 
エックスリュークス
 グラマラス
 リップクリーム

P.16
835商品番号

ハリ・弾力
対策

保湿
保水

P.166

3D
セラム
マスク

こちらも
お使いください！

838商品番号

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 お手入れステップ
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P.14

エックスリュークス
プロケア リバーサーセラムW

790 791 793

P.13

エックスリュークス
エグゼティシャン クリームウォッシュW

798

P.13

エックスリュークス
エグゼティシャン マッサージクレンジングW

797

自分「至上最高峰」の
ハリのある明るい艶肌へ。
いつまでも若々しい印象の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 　　 。

　　　 がもたらす肌実感は、エイジングケア※1という概念を超え、

タイムコントロールケアという新しいジャンルに突入します。

ヒト幹細胞培養液※2をはじめ、

先進のスキンケアサイエンスが見いだした極上の成分たちが

眠っていた肌を目覚めさせ、若々しい活力を呼び戻す。

その実力をその肌で体感してください。

エックスリュークス

つ や は だ

Personal Care パーソナルケア
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P.16

エックスリュークス
エグゼティシャン ３Ｄセラムマスク

838

P.16

エックスリュークス
グラマラスリップクリーム

835

WEBからもご覧いただけます！
            ブランドサイト
h t t p s : / / x l u x e s . j p

P.15

エックスリュークス
セルリカバークリームW

796

P.15

エックスリュークス
モイストリジュビネイターW

795

※1 年齢に応じたスキンケア　※2 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※3 カプリロイルジペプチド‐１７（保湿成分）
※4 ヒアルロン酸アスコルビルプロピル（保湿成分）　※5 角質層まで

3つの高機能成分を

高浸透のリポソーム

カプセルに包含。
リポソーム

ヒト幹細胞
培養液※2

ビタ‐HA
400※4

プロリフィル
F4※3

ヒト幹細胞培養液※2とは　　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（成長促進因子）が含まれます。ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンをパワーアップ

させるといわれ、エイジングケア※1をサポートするさまざまな効果が確認されています。美容液・

化粧水・クリームはもちろん、汚れをオフするクレンジングや洗顔料に配合することでも、肌に

浸透してはたらきかけます。いままでのエイジングケア※1では考えられない肌実感を目指します。

高浸透性リポソームカプセル
リポソーム化とは、肌にやさしくなじみやすい成分で美容成分をカプセルのように包み

込むこと。これにより浸透しにくい美容成分でも肌の奥※5まで届けられ、長時間に

わたってそのはたらきを発揮させることができます。医療業界や美容業界など、さまざまな

分野で、新しいデリバリーシステムとして注目を集めているナノテクノロジーです。

プロリフィルF4※3と、ビタ‐HA400※4の詳細は >> P34をご覧ください。

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 エックスリュークス

ベーシックケア
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NovHyal®はInduchem社の登録商標です。

BRIGHTENYL®はInduchem社の登録商標です。

皮ふの微生物（常在菌）に着目し、そのはたらきを利用した肌トーンアップ
成分です。肌の色むらを引き起こす、すべての要因にはたらきかけ、
光ダメージ、肌トーンのむら、サビ、明るさ、茶ぐすみ※4をケア。明るく
むらのない肌色に整える注目の成分です。

ブライトニル（BRIGHTENYL®）※3

年 齢 肌 の原 因に多角的にアプローチして、
若々しさあふれる艶 肌へ
Ｗシリーズは、ヒト幹細胞培養液※1を１０％増量（従来品に対して）し、

より実感できるトータルエイジングケア※2を叶えます。

さらに、多面的に効果が現れるように考え抜いた肌トーンアップとハリ・弾力、

キメ・なめらかな肌をつくるケアを「攻めのエイジングケア※2」として設計しました。

攻めのエイジングケア※2を効果的に実現するためには、

日々ストレスに晒されている肌を健康な状態に底上げすることが不可欠。

そこで、肌あれなどのダメージケア、環境ストレスケア、肌記憶ダメージなどに着目したケアを

「守りのエイジングケア※2」とし、「攻め」と「守り」をバランスよく設計することで、

今までにない肌実感を実現します。

※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※2 年齢に応じたスキンケア　※3 ジグルコシル没食子酸（コンディショニング成分）　※4 古い角質や汚れ　※5 コショウソウ芽エキス（コンディショニング成分）　※6 ヘキサカルボキシメチルジペプチド‐12
（保湿成分）　※7 角質層まで　※8 アセチルグルコサミンリン酸２Ｎａ（皮膚保護成分）　※9 10-ヒドロキシデカン酸（皮膚保護成分）　※10 ファエオダクチルムトリコルヌツムエキス（コンディショニング成分）　※11 ジパルミトイルヒドロキシプロリン

ダブリュー

トータルエイジングケア※2《代表成分：ヒト幹細胞培養液※1》

「攻め」のエイジングケア※2 「守り」のエイジングケア※2

ツヤ・輝き

ツヤ・輝き

健康感

透明感 ハリ 弾力 キメ・なめらか 健康感 うるおい力

ＸＬＵＸＥＳ Ｗシリーズの商品設計

健康な肌に艶肌成分を浸透 ストレスに立ち向かう肌をつくる

WHITX

色むらの原因と戦い、肌本来が持つ透明感を呼び戻す

過酷な肌環境でストレスを抱え、
ダメージを受けた肌をケア  

in-cosmetics global 2015金賞

異常ミトコンドリアによるダメージに着目。守る、ケアする、維持する、の
３ステップによるストレスからの肌ダメージケア成分です。バイオ
ミメティック次世代ペプチドで、肌ダメージを迅速にケアする
「肌サイクル」効果を発揮します。

アクアタイド※6 in-cosmetics Asia 2016 金賞

うるおい力

肌の奥※7からうるおいで満たす力をパワフルにサポートし、
ふっくらとした肌へ導く

「ニードルフリー（針を使わない）ヒアルロン酸注射」といわれるほど、
肌のヒアルロン酸をパワーアップさせる美容成分。肌の奥※7から
うるおいで満たします。

ノブヒアル（NovHyal®）※8

コショウソウの新芽に含まれる成分が、くすみ※4にＷアプローチ。
くすみ※4のでき始めをケアし、できてしまった黄ぐすみ※4もバラ
バラにして明るい肌色をもたらします。

デトキシホワイト※5

透明感

プロケア リバーサーセラムＷムＷ セルリカバークリームＷモイストリジュビネイターＷ

つ や は だ

エグゼティシャン マッサージクレンジングW エグゼティシャン クリームウォッシュW

Personal Care パーソナルケア
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3Dセラムマスクと グラマラスリップクリームの詳細はP16をご覧ください。
（コンディショニング成分）　※12 ダイズタンパク（コンディショニング成分）　※13 ツボクサ葉エキス（コンディショニング成分）　※14 アカツメクサ花エキス（コンディショニング成分）　※15 ベルガモット果実エキス（コンディショニング成分）　※16 ハス花エキス
（コンディショニング成分）　※17 アスパラガスエキス（コンディショニング成分）　※18 クダモノトケイソウ種子油（エモリエント成分）　※19 ワカメエキス（コンディショニング成分）

in-cosmetics global 2016 銀賞

弾力

肌の弾力に関与する、やわらかいⅢ型
コラーゲン（ベビーコラーゲン）を選択して
サポート。厚みのある弾力を生み出します。

ロナケアＡＳＣ‐Ⅲ※11

健康感

ツボクサ由来サポニンが紫外線などの環境
ストレスによる肌あれを多角的にケア。
肌トラブルの始めにはたらきかけて、高い
肌あれケアを発揮。

ヘテロサイド※13

キメ・なめらか

肌のハリ・弾力を支える弾性線維（エラス
チン）の劣化に大きく関与するエラスターゼ
に着目。紫外線などのダメージからエラスチ
ンを保護します。

エルヒビンＰＦ※12

ハリ（帯状毛穴ケア）

角化の正常化、皮脂分泌の調整、ひき
しめ、の異なる原因にアプローチする
３in１効果で帯状毛穴をケアします。

ミニポリル※14

健康感

異常ミトコンドリアの選択的オートファジー
であるマイトファジーに着目。年齢などさま
ざまな要因で低下していく肌力をサポート。
ダメージをケアし、肌が健康な状態を保つ
サポートをして、若 し々い肌へと導きます。

ネルーラ※16

ハリ（帯状毛穴ケア）

コラーゲン線維を太く束ねてハリを保つ
“デコリン”は年齢や紫外線などで質・量ともに
低下していくたんぱく質。そのデコリンと
コラーゲンの生成をサポートして帯状毛穴を
ケア。ひきしまったハリのある肌へ導きます。

ベルレッツァ®※15

in-cosmetics 2016 Green Award金賞

ハリ（肌構造的ビルドアップケア）

アスパラガスエキスの新芽に含まれる成分が、（顔の）肌形状を
支える柱状構造の土台にはたらきかけて、肌構造的にビルドアップ。
ハリのある肌に導きます。

エラピラー（Elapil ler）※17

健康感

世界初の海藻培養技術を用いたワカメ配偶体エキスを配合し、
酸化の影響を受けやすいミトコンドリアに着目。ダメージをケアし、
肌本来の力をサポートします。即効性と持続性を持ち、長期的
エイジングケア※2を叶えます。

エフェメール（EPHEMER）※19
弾力

パッションフルーツオイル由来。肌全体のリペアを助け、肌の
三大成分（コラーゲン、エラスチン、線維芽細胞）をサポートして、
年齢肌の構築をサポートします。

パッショライン（PASSIOLINE）※18 in-cosmetics global 2017金賞

NYSCC 2017 Sustainability賞

健康感

デリケートな肌にアプローチする海藻由来の成分。肌への刺激を
和らげ、皮ふの微生物（常在菌）のバランスを保ち、肌のバリア
機能を守ります。

センシティル※10

ハリ（毛穴ケア＆フェイスアップケア）

植物由来（トウゴマ種子）のローヤルゼリー成分。過剰皮脂の
バランスをサポートして毛穴を目立ちにくくし、さらに黒ずみ毛穴を
ケア。なめらかな肌をサポートします。

ローヤルゼリー酸※9

プロケア リバーサーセラムＷムＷ

肌の下層には、コラーゲンやエラスチンなどの
肌弾力をキープする線維がヨコ向きに張り巡ら
されていますが、顔の肌にはこの線維がタテ
向きに巡る柱状の構造（弾性柱）が存在してい
ます。この構造体の線維は年齢を重ねるほど
次第に劣化し、肌の支えが弱くなることにより
弾力が失われ、ゆるみが生じていきます。

ハリに重要な役割を果たす
柱状構造（弾性柱）

20代 40代 50代

線維が張り巡らされて
肌のハリを支えている

弾性柱が劣化し、
表面にゆるみが生じる

セルリカバークリームＷ

モイストリジュビネイターＷ

エグゼティシャン マッサージクレンジングW エグゼティシャン クリームウォッシュW

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 エックスリュークス

ベーシックケア
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クレンジング
クリーム

●税込み本体価格 11,000円

乾燥や肌あれをケアしながらうるおいを残して、豊富な美容成分で肌を
満たす高機能クレンジングクリームです。トータルエイジングケア※1を叶える
ヒト幹細胞培養液※2をはじめ、ツヤ・輝きを叶えるブライトニル※3、過剰皮脂の
バランスをサポートするローヤルゼリー酸※4や帯状毛穴をケアする
ベルレッツァ※5、表情ラインをケアするアルジレロックス※6、肌のバリア機能を
守るセンシティル※7を配合。なめらかでリッチなテクスチャーはマッサージ
クリームとしても優れたパフォーマンスを発揮し、ハリのある艶肌へと導きます。

うるおいとハリ感にこだわり、上質な美容成分をたっぷりと配合。“美容液で
洗ってケアする”がコンセプトの洗顔フォームです。トータルエイジングケア※1を
叶えるヒト幹細胞培養液※2をはじめ、ツヤ・輝きを叶えるブライトニル※3、
皮脂バランスをサポートし、毛穴ケアを叶えるローヤルゼリー酸※4やミニ
ポリル※38、肌をひきしめアップケアするリフトニン‐エクスプレス※39、肌の
バリア機能を守るセンシティル※7を配合。濃密かつクリーミーな泡で肌を
やさしく包み、跳ね返すような弾力と輝く素肌に。

●内容量：120g

797
商品番号

エグゼティシャン マッサージクレンジングW

落とす、与える、守る。
肌に至福の高機能クレンジング。

やさしさと贅沢さを
同時に叶える美容液洗顔。

エックスリュークス スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

《 6 つの主な配 合 成 分 》

エグゼティシャン
マッサージの方法は
こちらから
ご覧いただけます。

ヒト幹細胞培養液※2

ベルレッツァ※5 アルジレロックス※6 センシティル※7 ミニポリル※38 リフトニン‐エクスプレス※39 センシティル※7

ブライトニル
（BRIGHTENYL®）※3 ローヤルゼリー酸※4 ブライトニル

（BRIGHTENYL®）※3 ローヤルゼリー酸※4

乾いた手に適量（４～５プッシュ）をとり、まぶた、口の周りを避けて顔
全体にのばします。マッサージ後、水またはぬるま湯で洗い流してください。

乾いた手に適量（３～４プッシュ）をとりメイクとなじませます。汚れが
浮き上がってきたら、ティシュー等で軽くおさえた後、洗顔します。

使い方
クレンジング

マッサージ
13

クレンジング後、あるいは顔を濡らした後、適量（8mmパール粒大）をよく泡立て、顔全体を
弾力ある泡で包み込むようにやさしく洗います。その後、充分に洗い流します。使い方

洗顔フォーム

●税込み本体価格 9,427円

●内容量：120g

798
商品番号

エグゼティシャン クリームウォッシュW
エックスリュークス スキンケア

お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

《 6 つの主な配 合 成 分 》

ヒト幹細胞培養液※2

●プロリフィルF4※8ハリ
（毛穴ケア＆フェイスアップケア）

●ロナケアＡＳC‐Ⅲ※21
●ダームコム※22

●ＥＧＦ※23
●プロテオグリカン※24

●アクアタイド※27
●ネルーラ※28

●ＥＸＯ‐Ｐ※29
●スノーアルゲパウダー※30

●エフェメール※31

●ノブヒアル※32
●ビタ‐ＨＡ４００※9

●アクアカクティーン※33
●アルプス氷河水※34

●リピジュア※35
●スクワラン※36

●リバイビル※25

弾力

キメ・なめらか

健康感

うるおい力

香調：ダマスクローズ系の香り※37

トータルエイジングケア※1をサポートする美容成分

●プロリフィルF4※8トータル
エイジングケア※1

●ビタ‐HA400※9
●α‐アルブチン※10ツヤ・輝き

●デトキシホワイト※13
●フラーレン※14
●アスタキサンチン※15

●ピクノジェノール※16
●アンビューティエキス※17
●ダーマクロレラ※18

●ＥＸＯ‐Ｔ※19
透明感

●VCエチル※11
●鹿角霊芝エキス※12

●ビタ‐HA400※9

●アミポリン※20

●レチノール※26

●プロリフィルF4※8ハリ
（毛穴ケア＆フェイスアップケア）

●ネオダーミル※44
●プラセンタエキス※45

●ＥＧＦ※23
●マトリキシル３０００※46

●アクアタイド※27
●ＥＸＯ‐Ｐ※29
●スノーアルゲパウダー※30

●β‐グルカン※49
●グリチルリチン酸※50
●セルデトックス※51

●リジェネシー※52

●ノブヒアル※32
●ビタ‐ＨＡ４００※9

●ヒアルロン酸※53
●リピジュア※35

●スクワラン※36
●アルガンオイル※54

●ＳＷＴ‐７※47

弾力

キメ・なめらか

健康感

うるおい力

香調：ダマスクローズ系の香り※55

トータルエイジングケア※1をサポートする美容成分

●プロリフィルF4※8トータル
エイジングケア※1

●ビタ‐HA400※9
●α‐アルブチン※10ツヤ・輝き

●デトキシホワイト※13
●フラーレン※14
●アスタキサンチン※15
●ピクノジェノール※16

●アンビューティエキス※17
●ダーマクロレラ※18
●ＥＸＯ‐Ｔ※19
●リンゴ酸※40

●海シルト※41
●ケイソウ土※42
●カオリン※43透明感

●VCエチル※11
●鹿角霊芝エキス※12

●ビタ‐HA400※9

●アミポリン※20

●レチノール※48

Personal Care パーソナルケア



与えるだけのエイジングケア※1ではなく、肌本来のコンディションを
目覚めさせる新世代のスキンケアへ。肌の奥※56までしっかりサポートする
ヒト幹細胞培養液※2をはじめ、肌を健康的な状態に底上げする「守り」の
エイジングケア※1成分、多面的に効果が現れるように考え抜いた
「攻め」のエイジングケア※1成分を配合し、時間を巻き戻したような
透明感のある初々しい肌へと導きます。
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ブライトニル
（BRIGHTENYL®）※3ヒト幹細胞培養液※2

●リフトニン‐エクスプレス※39
●プロジェライン※62ハリ

●ネオダーミル※44
●ダームコム※22

●ヘテロサイド※68
●リジェネシー※52

●リピジュア※73

●アルジレロックス※6

弾力

キメ・なめらか

健康感

うるおい力

朝晩の洗顔後、1回2～3プッシュを肌になじませるように顔全体にのばします。特に気になる
ラインには重ねてお使いください。使い方

香調：ダマスクローズ系の香り※74

トータルエイジングケア※1をサポートする美容成分

●プロリフィルF4※8
トータル
エイジングケア※1

●TGP2※58
●α‐アルブチン※10ツヤ・輝き

●アンビューティエキス※17
●EXO‐T※19透明感

《 6 つの主な配 合 成 分 》

エルヒビンPF※57

デトキシホワイト※13

ロナケアＡＳＣ‐Ⅲ※21 アクアタイド※27

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

自分「至上最高峰」の
ハリのある明るい艶肌を叶える。

美容液

●税込み本体価格 17,270円

●内容量：10mL×1本入

790
商品番号

プロケア リバーサーセラムW（10mL×1本入）
エックスリュークス スキンケア

お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

美容液

●税込み本体価格 48,620円

●内容量：10mL×3本入

791
商品番号

プロケア リバーサーセラムW（10mL×3本入）
エックスリュークス

790 791 793

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

美容液

●税込み本体価格 61,600円

●内容量：20mL×2本入

793
商品番号

プロケア リバーサーセラムW（20mL×2本入）
エックスリュークス

※1 年齢に応じたスキンケア　※2 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※3 ジグルコシル没食子酸（コンディショニング成分）　※4 １０‐ヒドロキシデカン酸（皮膚保護成分）　※5 ベルガモット果実エキス（コンディショニング成分）　※6 アセチル
ヘキサペプチド‐８、ペンタペプチド‐１８（保湿成分）　※7 ファエオダクチルムトリコルヌツムエキス（コンディショニング成分）　※8 カプリロイルジペプチド‐１７（保湿成分）　※9 ヒアルロン酸アスコルビルプロピル（保湿成分）　※10 α‐アルブチン（コンディショ
ニング成分）　※11 ３‐Ｏ‐エチルアスコルビン酸（コンディショニング成分）　※12 ガノデルマアンボイネンセエキス（保湿成分）　※13 コショウソウ芽エキス（コンディショニング成分）　※14 フラーレン（コンディショニング成分）　※15 ヘマトコッカスプルビアリス
エキス（保湿成分）　※16 フランスカイガンショウ樹皮エキス（保湿成分）　※17 ベルノニアアペンジクラタ葉エキス（皮膚保護成分）　※18 クロレラエキス（コンディショニング成分）　※19 ビブリオアルギノリチクス培養液（皮膚保護成分）　※20 ザクロ果実
エキス（コンディショニング成分）　※21 ジパルミトイルヒドロキシプロリン（コンディショニング成分）　※22 クロクスクリサンツス根エキス（保湿成分）　※23 合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド‐１（保湿成分）　※24 水溶性プロテオグリカン（コンディショニング
成分）　※25 オロバンケラプムエキス（コンディショニング成分）　※26 レチノール（コンディショニング成分）　※27 ヘキサカルボキシメチルジペプチド‐１２（保湿成分）　※28 ハス花エキス（コンディショニング成分）　※29 アルテロモナス発酵エキス
（コンディショニング成分）　※30 クラミドモナスエキス（保湿成分）　※31 ワカメエキス（コンディショニング成分）　※32 アセチルグルコサミンリン酸２Ｎａ（皮膚保護成分）　※33 オプンチアフィクスインジカ茎エキス（コンディショニング成分）　※34 水（氷河水）
（保湿成分）　※35 ポリクオタニウム‐６１（保湿成分）　※36 スクワラン（エモリエント成分）　※37 ダマスクバラ花油、フランキンセンス油（ニュウコウジュ油）、ニオイテンジクアオイ油、オレンジ果皮油、ベルガモット果実油、ローズマリー葉油（香り成分）
※38 アカツメクサ花エキス（コンディショニング成分）　※39 ヒドロキシプロピルメチルセルロース（被膜形成剤）、プルラン（保湿成分）、ポルフィリジウムクルエンタムエキス（保湿成分）　※40 リンゴ酸（保湿成分）　※41 海シルト（吸着成分）　※42 ケイソウ土
（吸着成分）　※43 カオリン（吸着成分）　※44 （リシン／プロリン）銅、メチルグルコシドリン酸（コンディショニング成分）　※45 プラセンタエキス（保湿成分）　※46 パルミトイルトリペプチド‐１、パルミトイルテトラペプチド‐７（コンディショニング成分）
※47 チレッタセンブリエキス（コンディショニング成分）　※48 パルミチン酸レチノール（コンディショニング成分）　※49 β‐グルカン（コンディショニング成分）　※50 グリチルリチン酸２Ｋ（保湿成分）　※51 酵母エキス（保湿成分）　※52 サッカリナロンギクルリス
エキス（保湿成分）　※53 ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）　※54 アルガニアスピノサ核油（コンディショニング成分）　※55 ダマスクバラ花油、フランキンセンス油（ニュウコウジュ油）、ニオイテンジクアオイ油（香り成分）　※56 角質層まで　※57 ダイズタンパク
（コンディショニング成分）　※58 オリゴペプチド‐３４（保湿成分）　※59 ヘキサペプチド‐３３（保湿成分）　※60 ザクロエキス、ザクロ果汁（コンディショニング成分）　※61 クロレラエキス（コンディショニング成分）　※62 トリフルオロアセチルトリペプチド‐２
（保湿成分）　※63 オルニチン（保湿成分）　※64 アーモンドエキス（コンディショニング成分）　※65 水溶性プロテオグリカン（コンディショニング成分）　※66 パルミトイルペンタペプチド‐４（コンディショニング成分）　※67 ダイズ芽エキス（コンディショニング成分）
※68 ツボクサ葉エキス（コンディショニング成分）　※69 ビフィズス菌培養溶解質（コンディショニング成分）　※70 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ（コンディショニング成分）　※71 ローマカミツレ花エキス（コンディショニング成分）
※72 アロエベラ葉エキス（保湿成分）　※73 ポリクオタニウム‐５１（保湿成分）　※74 ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、ベルガモット果実油、フランキンセンス油（ニュウコウジュ油）、オレンジ油、ローズマリー葉油（香り成分）

●ビタ‐HA400※9

●W3ペプチド※59
●ビタ‐HA400※9

●VCエチル※11

●フラーレン※14
●イノポン※60

●ダーマクロレラD‐G※61

●プロリフィルF4※8
●アディポフィリン※63

●ポリリフト※64

●プロテオグリカンIPC※65
●マトリキシル※66

●フィトポリアミン‐S※67

●W3ペプチド※59

●EXO‐P※29
●カルチャーBB※69

●ノブヒアル※32
●ビタ‐HA400※9
●セラミドコンプレックス※70
●アルガンオイル※54

●アクアカクティーン※33
●アルプス氷河水※34
●ローマカミツレエキス※71
●アロエエキス※72

つ や は だ

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 エックスリュークス

ベーシックケア
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ツヤもハリもあきらめない
あの頃の輝きに満ちた肌へ。

朝・晩の洗顔後、化粧水などで肌を整えた後、パール粒大をとり、顔全体にのばしてください。使い方

クリーム

●税込み本体価格 31,427円

●内容量：50g

796
商品番号

セルリカバークリームW（スパチュラ付）
エックスリュークス スキンケア

お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

適量（約2.5mL100円玉大）を直接手に取り、顔全体に伸ばし、手のひらでやさしく
肌に押し込むようにしてなじませます。使い方

化粧水

●税込み本体価格 14,140円

●内容量：150mL

795
商品番号

モイストリジュビネイターW
エックスリュークス スキンケア

お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

美容液のような“超潤”“超浸透”
ハイパフォーマンスローション。

年齢肌のハリ・弾力・肌トーンアップのために、厳選美容成分をすべて
超微細ナノ化し、ラメラ類似液晶処方で肌の奥※1まで送り届けます。
トータルエイジングケア※2を叶えるヒト幹細胞培養液※3をはじめ、ツヤ・
輝きを叶えるブライトニル※4、帯状毛穴をケアするミニポリル※5、ベル
レッツァ※6、キメ・なめらかな肌に導くリバイビル※7、肌が健康な状態を保つ
サポートをするネルーラ※8を配合。ダマスクローズの高貴な香りとゴージャスな
うるおいで、今までで一番美しいと思える肌に導きます。

多面的に効果が現れるように考え抜いた肌トーンアップケアや、肌を支える
柱状構造の土台に着目したゆるみケア、層のすべてにアプローチした
マルチレイヤーラインケアを採用した美容クリーム。トータルエイジング
ケア※2を叶えるヒト幹細胞培養液※3をはじめ、ツヤ・輝きを叶えるブライト
ニル※4、内からの構造的なハリ・弾力を叶えるエラピラー※40、パッショ
ライン※41、目元周りにアプローチするガチュリン リンキンリフト※42を配合。
また、肌ダメージをケアする成分エフェメール※43も配合し、ツヤもハリも
あきらめない、あの頃の輝きに満ちた肌へ導きます。

香調：ダマスクローズ系の香り※39 香調：ダマスクローズ系の香り※64

《 6 つの主な配 合 成 分 》

トータルエイジングケア※2をサポートする美容成分

●プロリフィルF4※9

●デトキシホワイト※14
●フラーレン※15
●イノポン※16

透明感

●ネオダーミル※20
●加水分解コラーゲン
  （とらふぐコラーゲン）※21

弾力

●SWT‐7※24キメ・なめらか

●TGP2※11ツヤ・輝き

《 6 つの主な配 合 成 分 》
エラピラー
（Elapiller）※40

パッショライン
（PASSIOLINE）※41

エフェメール
（EPHEMER）※43

ミニポリル※5

ベルレッツァ※6 ネルーラ※8

●セルデトックス※25
●スノーアルゲパウダー※26
●カルチャーBB※27

健康感

うるおい力

トータルエイジングケア※2をサポートする美容成分

透明感

弾力

キメ・なめらか
（ラインケア）

ツヤ・輝き

●アルジレロックス※51
●ＳＷＴ‐７※24
●アイデリン※52

健康感

●リピジュアⓇ※38
●アルガンオイル※32
●フィトステロールズ※63

うるおい力

トータル
エイジングケア※2

トータル
エイジングケア※2

ブライトニル
（BRIGHTENYL®）※4

リバイビル
（REVIVYL）※7

ヒト幹細胞培養液※3 ブライトニル
（BRIGHTENYL®）※4

ガチュリン リンキンリフト
（Gatuline Link n Lift）※42

ヒト幹細胞培養液※3

●ビタ‐HA400※10 ●プロリフィルF4※9 ●ビタ‐HA400※10

●α‐アルブチン※12 ●VCエチル※13 ●TGP2※11 ●α‐アルブチン※12 ●VCエチル※13

●アンビューティエキス※17
●ダーマクロレラD‐G※18
●EXO‐T※19

●デトキシホワイト※14
●フラーレン※15

●ダーマクロレラD‐G※18
●EXO‐T※19

●シージェムコラーゲンAS※22
●プロテオグリカン※23

●アクアタイド※28
●W3ペプチド※29

●アセチルヒアルロン酸Na※30
●アルプス氷河水※31
●アルガンオイル※32
●ノブヒアル※33
●ヒアルロン酸Na※34

●スクワラン※35
●アミポリン※36
●アクアカクティーン※37
●リピジュアⓇ※38

●ロナケアＡＳＣ‐Ⅲ※44
●ネオダーミル※20
●ダームコム※45

●とらふぐコラーゲン※46
●プロテオグリカン※23
●マトリキシル※47

●ロナケア サイクロペプチド‐５※48
●パルミチン酸レチノール※49
●エルヒビンＰＦ※50

●アクアタイド※28
●ヘテロサイド※53
●スノーアルゲパウダー※26

●ＥＸＯ‐Ｐ※56
●ジュベレベン※57
●エピジェノミル※58

●ノブヒアル※33
●アルプス氷河水※31
●フランスラベンダーエキス※59

●キハダ樹皮エキス※54
●Ｗ３ペプチド※29
●ポリグルタミン酸※55

●オウゴン根エキス※60
●バイオアンテージ※61
●セラミドミックス※62

●イノポン※16
●アンビューティエキス※17

Personal Care パーソナルケア
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首までカバーするマスクで、
手軽な贅沢スキンケア。

シート状
美容液マスク

●税込み本体価格 10,780円

●内容量：1枚35mL×5枚入

838
商品番号

３Ｄセラムマスク

エックスリュークス
エグゼティシャン スキンケア

お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

コラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸の産生を内側からサポートする
ヒト幹細胞培養液※3、W3ペプチド※29、スノーアルゲパウダー※26など、
肌力を高める美容成分をふんだんに配合。抜群のフィット感で、顔だけ
でなく、年齢が表れやすい首元までぴったりと密着し、ハリを与えます。
このマスク1枚で贅沢なスキンケアが完了します。

お試しセット

●税込み本体価格 10,780円

799
商品番号

スキンケアお試しセットエックスリュークス

ヒト幹細胞培養液※3配合コスメ「XLUXESシリーズ」を、フルラインで試し
てみたい方や、旅行などにも便利なミニセットです。

リップクリーム

●税込み本体価格 1,886円

835
商品番号

グラマラス
リップクリーム

エックスリュークス
スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

香調：ダマスクローズ系の香り※65 香調：ダマスクローズ系の香り※67

1～2mmくりだし、唇に直接塗布してください。出しすぎると折れることがありますので
ご注意ください。食事後などはティシュー等で唇を清潔にしてからご使用ください。使い方

※1 角質層まで　※2 年齢に応じたスキンケア　※3 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※4 ジグルコシル没食子酸（コンディショニング成分）　※5 アカツメクサ花エキス（コンディショニング成分）　※6 ベルガモット果実エキス
（コンディショニング成分）　※7 オロバンケラプムエキス（コンディショニング成分）　※8 ハス花エキス（コンディショニング成分）　※9 カプリロイルジペプチド‐１７（保湿成分）　※10 ヒアルロン酸アスコルビルプロピル（保湿成分）　※11 オリゴ
ペプチド‐３４（保湿成分）　※12 α‐アルブチン（コンディショニング成分）　※13 ３‐Ｏ‐エチルアスコルビン酸（コンディショニング成分）　※14 コショウソウ芽エキス（コンディショニング成分）　※15 フラーレン（コンディショニング成分）　※16 ザクロエキス、
ザクロ果汁（コンディショニング成分）　※17 ベルノニアアペンジクラタ葉エキス（皮膚保護成分）　※18 クロレラエキス（コンディショニング成分）　※19 ビブリオアルギノリチクス培養液（皮膚保護成分）　※20 （リシン／プロリン）銅、メチル
グルコシドリン酸（コンディショニング成分）　※21 加水分解コラーゲン（保湿成分）　※22 サクシノイルアテロコラーゲン（コンディショニング成分）　※23 水溶性プロテオグリカン（コンディショニング成分）　※24 チレッタセンブリエキス（コンディショ
ニング成分）　※25 酵母エキス（保湿成分）　※26 クラミドモナスエキス（保湿成分）　※27 ビフィズス菌培養溶解質（コンディショニング成分）　※28 ヘキサカルボキシメチルジペプチド‐１２（保湿成分）　※29 ヘキサペプチド‐３３（保湿成分）
※30 アセチルヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）　※31 水（氷河水）（保湿成分）　※32 アルガニアスピノサ核油（コンディショニング成分）　※33 アセチルグルコサミンリン酸２Ｎａ（皮膚保護成分）　※34 ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）　※35 スクワラン
（エモリエント成分）　※36 ザクロ果実エキス（コンディショニング成分）　※37 オプンチアフィクスインジカ茎エキス（コンディショニング成分）　※38 ポリクオタニウム‐５１（保湿成分）　※39 ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、ベルガモット
果実油、フランキンセンス油（ニュウコウジュ油）、パルマローザ油、オレンジ油、ローズマリー葉油（香り成分）　※40 アスパラガスエキス（コンディショニング成分）　※41 クダモノトケイソウ種子油（エモリエント成分）　※42 マロニエ花エキス
（コンディショニング成分）　※43 ワカメエキス（コンディショニング成分）　※44 ジパルミトイルヒドロキシプロリン（コンディショニング成分）　※45 クロクスクリサンツス根エキス（保湿成分）　※46 水溶性コラーゲン（保湿成分）　※47 パルミトイルペンタ
ペプチド‐４（コンディショニング成分）　※48 エクトイン（エモリエント成分）、シクロテトラペプチド‐２４アミノシクロヘキサンカルボン酸（コンディショニング成分）　※49 パルミチン酸レチノール（コンディショニング成分）　※50 ダイズタンパク（コンディショ
ニング成分）　※51 アセチルヘキサペプチド‐８、ペンタペプチド‐１８（保湿成分）　※52 プランクトンエキス（コンディショニング成分）　※53 ツボクサ葉エキス（コンディショニング成分）　※54 キハダ樹皮エキス（コンディショニング成分）
※55 ポリグルタミン酸（コンディショニング成分）　※56 アルテロモナス発酵エキス（コンディショニング成分）　※57 アセチルヘキサペプチド‐５１アミド（コンディショニング成分）　※58 トウキンセンカ花エキス（保湿成分）　※59 フランスラベンダー
エキス（コンディショニング成分）　※60 オウゴン根エキス（保湿成分）　※61 クロレラエキス、クズ根エキス、アロエベラ葉エキス（コンディショニング成分）　※62 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ（コンディショニング成分）　※63 フィト
ステロールズ（コンディショニング成分）　※64 ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、ベルガモット果実油、フランキンセンス油（ニュウコウジュ油）、オレンジ油、ローズマリー葉油（香り成分）　※65 ニオイテンジクアオイ油、ダマスクバラ花油、
オレンジ果皮油、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、フランキンセンス油（ニュウコウジュ油）（香り成分）　※66 ゴマ種子エキス（保湿成分）　※67 ダマスクバラ花油、ローズヒップ油、パルマローザ油、ニオイテンジクアオイ油、オレンジ果皮油（香り成分）

首まで
フィットする
ロングタイプ

で
ットする

◎セット内容
● エグゼティシャン マッサージクレンジング（12ｇ）　● エグゼティシャン クリームウォッシュ（8ｇ）
● プロケア リバーサーセラムW（2.5ｍL）　● モイストリジュビネイターW（8.5ｍL）
● セルリカバークリームW（2ｇ）

自然なツヤ感で魅惑の唇をつくる
リップクリーム。

ヒト幹細胞培養液※3と、内側から唇のボリュームアップをサポートする
ゴマ種子由来のラインフィル™※66を高配合した、濃密なうるおいと
ボリュームあふれる唇へ導くリップクリームです。自然なツヤを生み出し、
継続して使用することによりうるおいを持続し、唇のエイジングケア※2を
叶えます。

サ ジクレンジング（12 ） ●エグゼティシャンク

洗顔後、マスクの中央のラインを顔の中心ラインに合わせるようにはりつけます。
両頬の一部つながっている部分を切り離し、シートを重ねて調整してください。
約10～15分おいてからマスクをはがします。

使い方

《 3 つの主な配 合 成 分 》

スノーアルゲパウダー※26W3ペプチド※29ヒト幹細胞培養液※3

《 3 つの主な配 合 成 分 》
ラインフィル™
（Linefill™）※66リピジュア®※38ヒト幹細胞培養液※3

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 エックスリュークス

ベーシックケア



インナップEX

“肌を大切に育む”スキンケア
はぐく

皆さまにご好評いただいているインナップEXが医薬部外品として承認されたことにより
私たちの商品が「安全」「安心」「高品質」であることが、あらためて証明されました。
何を信じ、何を選べばいいのかわからないこの時代、
エックスワンの商品を、これからも安心してお使いください。

◎医薬部外品とは

薬
機
法
に
よ
る
分
類

化粧品

医薬品

医薬
部外品

● 厚生労働省が認めた原料を使用したもの
● 効能・効果のある有効成分が決められた配合量であること

義務づけられていること厚生労働省による厳正な審査を受け、
認められたものだけが
「医薬部外品」の承認を得ることができます。

承認を受けた効能・効果が
表示できる

●「医薬部外品」と表示する
● 化粧箱に「有効成分」と
   「その他の成分」を表示する
● 製造ロットごとに有効成分の検査を実施

承  認申  請 審  査

これまでも、これからも「安全」「安心」「高品質」。

高品質

安全

安心

インナップE Xは医薬部外品です。

1990年の発売当初から、スキンケアのあり方を追求し続けてきたインナップEX。

肌本来の健康な美しさ（IN）をピュアな自然の力で無理なく高める（UP）。

その考えをさらに進めて、2006年に生まれ変わったインナップEXは、

厳しい審査を経て医薬部外品の承認を受けました。

現代を生きるあなたのための、

本物の自然派化粧品を、ぜひお試しください。

Personal Care パーソナルケア
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モイストキャッチャー
天然成分でうるおいをキープ

天然保湿因子（NMF）＊の量が増えると、うるおいを保つ力が高くなります。

＊肌細胞にあるNMFは、水分を引き寄せる肌成分です

0日目 14日目 28日目

〈当社調べ〉◎表皮水分喪失量
保湿力が高いといわれるヒアルロン酸Naに比べ、肌の
表面から水分が失われる率が少ないことがわかります。

105

95

100

90

85

（％）

「肌の水分喪失を抑え、うるおいを保持する。」
天然保湿因子（NMF）をサポートし、うるおいをしっかりキープします。

●「モイストキャッチャー」の効果

肌を保湿しながら、マイルドに角質を
ケアします。

モイストキャッチャー ヒアルロン酸Na

肌の保湿力を育む

プラントセルウォーター
天然ミネラルいっぱいの植物水

デリケートな肌にもやさしく作用する従来成分の「天然ミネラル水」に、「プラントセルウォーター」をプラス。
天然の恵みから抽出したこの植物水が、肌を美しくします。

ラクトエキス
植物の力で、よりやさしく紫外線から
肌をまもります。

明日葉・月桃
他の成分のはたらきをサポートします。

当帰（チャイニーズアンジェリカ）

プラントセル
ウォーター

●月桃
ショウガ科の多年生植物。フラボノイドや糖類を含み、
紫外線のダメージから肌をまもる。

●ヘチマ
糖分、ペクチン、ビタミンC、サポニンなどの美肌
成分。肌あれ防止効果、保湿効果が高い。

●ローズ
美しさの象徴とされ、保湿効果が高く、キメの整った
肌にする。

●ハマメリス
優れた収れん効果があり、肌のキメを整えながらひき
しめるはたらきがある。紫外線や刺激から肌をまもる。

4

エックスワン
オリジナル成分

エックスワン
オリジナル成分

酵母エキス
（保湿）

バイオPG
（保湿）

酵母から抽出した
天然エキス。

美肌成分を多数含む。

天然の
ポリグルタミン酸（アミノ酸）で
高い保水力を持つ。

つの植物成分

肌の弾力を育む

角質ケア・紫外線ケア

肌保護

角質ケア

保湿

自然から生まれ、贅沢に配合された
インナップEXならではの成分が、あなたの素肌力をアップさせます。

あしたば げっとう とうき

減少すると、肌の乾燥や角質の
バリア機能の低下が起こるといわ
れているセラミド。その産生にアプ
ローチし、うるおいをしっかりと生み
出せる状態へと肌を導きます。

カンゾウ
肌の乾燥対策として重要な、
角質のバリア機能回復にはた
らきかけます。

セイヨウナシ

皮ふの内・外側でたっぷりの水分を
しっかり保持し、肌の水分量の
増加をサポートします。

エクトイン

皮ふのアミノ酸組成に似たアミノ
酸複合体が、しっかりとうるおいを
保持する肌へと導きます。

アミノ酸コンプレックス

乾燥にはたらきかけるインナップEX モア〈特長成分〉

（モイスチャーローション モアのみに配合） （モイスチャークリーム モアのみに配合）

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 インナップEX

ベーシックケア
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肌に負担をかけにくいクレンジングクリーム。ソフトな感触でなめらかにのび、
メイクや肌の汚れ、古い角質などをすっきり落として、くすみのない明るい
肌へ導きます。また、やわらかいテクスチャーなので、マッサージにも適して
います。マッサージすることによって、色ツヤのよいいきいきとしたハリのある
肌へ導きます。

クレンジングクリーム

●税込み本体価格 4,950円

●内容量：110g

805
商品番号

クレンジングクリーム MD（スパチュラ付）〈弱酸性〉

肌のうるおいをまもりながら、皮ふの洗浄、殺菌を行い、余分な皮脂や古い
角質をすっきりと落とします。肌に負担をかけることなく肌をいたわりながら
スムーズに洗い上げ、肌あれを防いでくれます。キメ細かく豊かな泡のなめ
らかな感触。さっぱり洗い流せるのに、洗い上がりはしっとり。肌本来の透明感を
引き出し、キメの整ったすべすべ肌へと導きます。

●税込み本体価格 4,576円

●内容量：100g

うるおいをまもりながらメイクを落とす バイオPG※3（保湿）

モイストキャッチャー※1（保湿） プラントセルウォーター※2（ひきしめ・うるおい） ラクトエキス（角質ケア）

当帰（他の成分サポート）明日葉・月桃（紫外線ケア）

モイストキャッチャー※1（保湿） プラントセルウォーター※2（ひきしめ・うるおい） ラクトエキス（角質ケア）

当帰（他の成分サポート）明日葉・月桃（紫外線ケア）

うるおいを奪うことなく、メイクや汚れを自然に浮かせて落とします。

肌を整えながら汚れを落とす

うるおいをまもりながら汚れを落とすバイオPG※3に加え、コンディショニング成分でもある
GMMモイスト※4を配合。乾燥や肌あれの抑制を促します。

バイオPG※3（保湿）＋GMMモイスト※4（肌あれ防止）

たっぷりの泡マッサージで肌をほぐす

コンディショニング成分GMMモイスト※4がきめ細かく豊かな泡をつくりマッサージにより緊張した
肌をやさしくほぐします。

GMMモイスト※4（保湿）

使い方 適量（親指の第一関節位）をとり顔全体にのばし、透明になるまで汚れになじませたら
ティッシュオフ。最後に水かぬるま湯で洗い流します。

使い方
水かぬるま湯で顔と手を十分にすすぎ、適量（小指の第一関節位）をていねいに泡立て顔
全体を包み込むように洗います。Ｔゾーンや鼻のまわりは丹念に。スキンケアのポイントは洗顔。
汚れや洗い残しがないようにしっかり洗ってすすぎます。

ハンドマッサージの方法 クレンジング終了後、ティッシュオフしてからはじめます。親指の第一関節大の量のクレンジングクリームを顔全体にのばして、マッサージを行います。
マッサージ後は、軽くティッシュオフし、クレンジングフォームで洗顔します。その後ローション・クリーム等で肌を整えます。

顔の中央から外側に向
かって手のひら全体で軽く
圧迫する気持ちで手をすべ
らせます。

目の周りは疲れやすくデリ
ケート。中指のはらで目頭
（晴明）、眉頭の下（さん竹）、
こめかみとゆっくりプッシュ
します。（3回ずつ）

あごから頬に向かってタッ
ピングを両手で左右交互に
30回くらいずつ行います。

あご先から両手で内側から外側に
向かってらせんを耳の下まで描き、
耳の下をプッシュします。次にあご
先からこめかみに向かって大きく
らせんを描きながらこめかみを
プッシュします。（6回ずつ）

口角を持ち上げるように
あごの中央から、鼻の下の
中央まで口輪筋を意識して
往復します。この際、戻る
ときは力を抜きましょう。
（6往復くらい）

鼻筋は眉間から鼻先に
向かって、力を抜いて両手で
交互にマッサージします。
小鼻は小さい円を描くように
クルクルと、小鼻脇は小さく
上下に動かします。

額の中央から、らせんを描き、
こめかみまできたら軽く
プッシュします。ゆったりとした
テンポでリラックスしながら
マッサージします。（6回）

Step7 圧迫・鎮静Step6 目の周りStep5 タッピングStep4 ほおStep3 口の周りStep1 額 Step2 鼻

誰もが持っている「キレイ」になろうとする肌の力を、引き出し育てあげます。
化粧品を使い始める10代の方からどの世代の方にも、幅広くお使いいただけます。

医薬部外品 インナップEXシリーズは肌を大切に育む化粧品です。
はぐく

医薬部外品インナップEX 医薬部外品インナップEX
洗顔料806

商品番号

クレンジングフォーム MD〈弱酸性〉

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

19

Personal Care パーソナルケア



みずみずしいうるおいが続く保湿ローション。うるおいがしっかりとゆき
わたり、肌あれを防いで、ツヤのある明るい肌に導きます。肌質・年齢・
季節を問わず、どなたにでもお使いいただけます。

よりしっとりとした仕上がりを実現した保湿ローション。うるおいをしっかりと
キープし、しっとりやわらかな肌へと導きます。肌質・年齢・季節を問わず、
どなたにでもお使いいただけます。

保湿ローション

●税込み本体価格 11,605円

●内容量：300mL

812
商品番号

保湿ローション

●税込み本体価格 11,605円

●内容量：300mL

808
商品番号

●インナップEX スキンケアシリーズの主な配合成分

インナップEX クレンジングクリーム MD

インナップEX クレンジングフォーム MD

インナップEX モイスチャーローション MD

分類 香調 共通配合成分 その他の主な配合成分

洗顔料

保湿
ローション

クレンジング
クリーム

インナップ調
（ホワイトフローラル）

・ビタミンE
・コラーゲン〈魚由来〉
・エラスチン〈魚由来〉
・ヒアルロン酸
・角質ケア成分
・天然保湿成分
・植物性コラーゲン
・シソエキス

・グリチルリチン酸ジカリウム

・グリチルリチン酸ジカリウム
・アラントイン

・グリチルレチン酸ステアリル
・イソプロピルメチルフェノール

成分

・植物エキス

・海藻エキス

インナップEX モイスチャーローション モア MD 保湿
ローション

・グリチルリチン酸ジカリウム
・アラントイン

・海藻エキス
・アミノ酸コンプレックス

・海藻エキス

モイストキャッチャー※1（保湿） プラントセルウォーター※2（ひきしめ・うるおい） ラクトエキス（角質ケア）

当帰（他の成分サポート）明日葉・月桃（紫外線ケア）

モイストキャッチャー※1（保湿） プラントセルウォーター※2（ひきしめ・うるおい） ラクトエキス（角質ケア）

当帰（他の成分サポート）明日葉・月桃（紫外線ケア）

セイヨウナシ

カンゾウ

アミノ酸コンプレックス

使い方 コットン2枚がヒタヒタになるくらい（約5mL）含ませ、肌がひんやりするまでパッティング。
目や口もとなどカサつく部分はおさえるようになじませます。 使い方 コットン2枚がヒタヒタになるくらい（約5mL）含ませ、肌がひんやりするまでパッティング。目や

口もとなどカサつく部分はおさえるようになじませます。

※1 モイストキャッチャー〈ポリグルタミン酸・酵母エキス〉　※2 プラントセルウォーター〈月桃・ローズ・ハマメリス・ヘチマ〉　※3 バイオPG〈ポリグルタミン酸〉　※4 GMMモイスト〈トレハロース〉

モイスチャーローション MD マザーサイズ〈弱酸性〉
医薬部外品インナップEX

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

モイスチャーローション モア MD マザーサイズ〈弱酸性〉
医薬部外品インナップEX

有
効
成
分

使いやすさと環境へのこだわり

誰もが安心して使え、さらに環境への負担をできる限り減らすように、容器やパッケージにも配慮しています。

◎環境にやさしい ◎使う人にやさしい
クリームの容器は中身を取り出しやすく、ムダなく使える円柱形に。
大きめのリングで開けやすい中ブタ（クレンジングクリーム MD）、力を
入れずに開け閉めできるキャップ、安全で軽量なプラスチック素材などを
採用しています。

注意書はパッケージの内側に
記してムダなゴミを減らす
など、環境にも徹底して配慮
しています。
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※1 モイストキャッチャー〈ポリグルタミン酸・酵母エキス〉　※2 プラントセルウォーター〈月桃・ローズ・ハマメリス・ヘチマ〉　※3 CTP〈加水分解コラーゲン〉

誰もが持っている「キレイ」になろうとする肌の力を、引き出し育てあげます。
化粧品を使い始める10代の方からどの世代の方にも、幅広くお使いいただけます。

医薬部外品 インナップEXシリーズは肌を大切に育む化粧品です。
はぐく

●インナップEX スキンケアシリーズの主な配合成分

分類 香調 共通配合成分 その他の主な配合成分

インナップ調
（ホワイトフローラル）

・ビタミンE
・コラーゲン〈魚由来〉
・エラスチン〈魚由来〉
・ヒアルロン酸

・角質ケア成分
・天然保湿成分
・植物性コラーゲン
・シソエキス

成分

有
効
成
分

〈弱酸性〉

モイストキャッチャー※1（保湿） プラントセルウォーター※2（ひきしめ・うるおい）

ラクトエキス（角質ケア）

当帰（他の成分サポート）

明日葉・月桃（紫外線ケア）

エクトイン

カンゾウ

アミノ酸コンプレックス

うるおいが角質層までしっかり浸透。肌あれを防ぎ、
外部刺激から肌をまもって、吸いつくようなうる
おいのある素肌に導きます。肌にのせた瞬間、
スッとなじみ、もちもち肌へと導きます。

保湿クリーム

●税込み本体価格 6,578円

●内容量：40g

809
商品番号

モイスチャークリーム MD〈弱酸性〉

モイストキャッチャー※1（保湿） プラントセルウォーター※2（ひきしめ・うるおい）

ラクトエキス（角質ケア）

当帰（他の成分サポート）

明日葉・月桃（紫外線ケア）

医薬部外品インナップEX 医薬部外品インナップEX 医薬部外品インナップEX

肌あれを防ぐ

CTP※3は肌の表面でうるおいをまもり、内側で肌本来のバリア
機能をサポート。肌あれしにくく、すこやかな肌を育みます。

CTP※3（肌をまもる）

肌の弾力を育む

CTP※3は肌の弾力と、ハリのある肌を育みます。

CTP※3（肌のハリ）

使い方 適量はパール1粒大。肌を包み込むようにやさしく
のばしましょう。

肌あれを防ぐ

CTP※3は肌の表面でうるおいをまもり、内側で肌本来のバリア
機能をサポート。肌あれしにくく、すこやかな肌を育みます。

CTP※3（肌をまもる）

肌の弾力を育む

CTP※3は肌の弾力と、ハリのある肌を育みます。

CTP※3（肌のハリ）

使い方 適量はパール1粒大。肌を包み込むようにやさしく
のばしましょう。

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

よりしっとりとした仕上がりを実現した保湿クリーム。
角質層までしっかり浸透し、うるおいを長時間
キープします。肌にのせた瞬間、スッとなじみ、
しっとりみずみずしい肌へと導きます。

保湿クリーム

●税込み本体価格 6,578円

●内容量：30g

813
商品番号

モイスチャークリーム モア MD（スパチュラ付）

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

〈弱酸性〉

モイスチャークリーム モア MDの専用ケースに
そのまま入れるだけのレフィル方式で、詰め替えも
簡単です。また、ゴミの削減化にも役立ち、
経済的です。

保湿クリーム

●税込み本体価格 5,421円

●内容量：30g

814
商品番号

モイスチャークリーム モア MD（レフィル）

インナップEX
モイスチャークリーム MD

・海藻エキス
・肌保護成分

インナップEX
モイスチャークリーム モア MD

保湿クリーム ・グリチルレチン酸ステアリル
・酢酸ＤＬ‐α‐トコフェロール

・海藻エキス
・肌保護成分
・アミノ酸コンプレックス

使い方

キャップを外したレフィルを本体に
カチッと音がするまで差し込みます。

レフィルタイプで詰め替え時に
気になる衛生面でも安心です。
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インナップ ホワイトシリーズは、
毎日の暮らしにプラスすることで透明感のある肌を保ちます。

透明感のある肌のために。

927
商品番号

拭き取り用化粧水

フル－ツ由来の角質クリア成分のはたらきで
穏やかに肌を整える拭き取り用化粧水。美容
成分アンセルラが透明感のある肌に導きます。
保湿化粧水の前に使用することで後から使用
するスキンケアのなじみをよくします。

●税込み本体価格 6,281円

●内容量：200mL

インナップ
ホワイトクリーンローション〈弱酸性〉

928
商品番号

美容液

軽いテクスチャーで肌によくなじむ弱酸性
美容液。ビタミンC誘導体やコエンザイムQ10
などによって、使い続けるうちになめらかな
肌へと整え、透明感のある美しさを保ちます。

●税込み本体価格 7,260円

●内容量：40mL

インナップ
ホワイトピュアエマルジョン〈弱酸性〉

926
商品番号

美容スティック

ビタミンC誘導体を85％配合。カンゾウ根
エキス・天然ビタミンE・コエンザイムQ10が肌に
透明感を与えます。気になるシミ・ソバカスに
直接塗れる集中美容スティックです。

●税込み本体価格 6,688円

インナップ
ホワイトスティック

使い方 コットンにたっぷり含ませ、顔・首全体をやさしく
拭き取ります。 使い方 2プッシュを顔全体になじませます。 使い方 気になる部分に直接塗布してください。

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

894
商品番号

コットン

化学繊維に敏感な肌にも安心な、綿100%の
天然素材不織糸を採用。抜群の吸収力と
保水性で理想的なパッティングを。

●税込み本体価格 1,078円

インナップEX
フェイシャルパフ（3個組／1個120枚入）

マグワ根皮エキス・オウゴン根エキス
シャクヤク根エキス・コムギ胚芽エキス
加水分解コメヌカエキス
加水分解シロガラシ種子エキス

●インナップ ホワイトシリーズの主な配合成分

インナップ
ホワイトクリーンローション

インナップ
ホワイトピュアエマルジョン

分類 香調 共通配合成分（保湿） その他の主な配合成分

美容液

化粧水

インナップ調
（ホワイトフローラル）

・YOエキス
 〈ヨーグルトエキス〉（保湿）
・フルーツコンプレックス
 （角質ケア）

・コエンザイムQ10（保湿）

・ビタミンC誘導体   ・アンセルラ
・バイオアナジ
アロエ・カッコン・クロレラ

・ビタミンC誘導体   ・アンセルラ
・天然ビタミンE

インナップ
ホワイトスティック 美容スティック

・カンゾウ根エキス
 （肌あれ防止）
・コエンザイムQ10（保湿）

・セラミドX   ・天然ビタミンE
・植物エキス
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
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スペシャルケア Ⅰ

ホワイトケア

ベーシックケア

インナップEX



肌を紫外線からまもり、天然エキスでみずみずしいうるおいをプラス。
美しくて、すこやかな肌を保つためのラインアップです。

UVカットと天然エキスで、肌をまもりながらうるおいと活力を。

817
商品番号

日やけどめジェルクリーム

生活紫外線に着目したＵＶ対策ジェルクリーム。
ＵＶ‐Ａ波を十分にブロックする「ＳＰＦ３０ ＰＡ＋＋＋」。
専用クレンジングが不要で、石鹸やボディシャン
プーで簡単に洗い流せます。オーガニックオイル
（オリーブ・ホホバ）、ザクロエキス、ひまわりエキス
配合で肌にやさしく、お子様の肌にもお使いいた
だける低刺激タイプです。化粧くずれも防ぐので、
化粧下地としてもお使いいただけます。

●税込み本体価格 3,929円

●内容量：50mL

エックスワン
デイリーＵＶカット〈SPF30 PA＋＋＋〉

929
商品番号

クレンジングジェル

レジャーUVカット用クレンジングジェル。レジャー
UVカットをしっかり包み込み、肌に負担をかける
ことなく素早く落とします。肌をしっとり保つ
植物性保湿成分（カミツレ・シソ・クロレラエキス）
配合。

●税込み本体価格 3,300円

●内容量：125mL

エックスワン
クレンジングジェルS

使い方
顔はメイクを落としておき、500円玉大（ボディは
適量）を全体的によくなじませます。その後ぬるま湯で
洗い流し洗顔します。

818
商品番号

日やけどめミルク

有害な紫外線を長時間カットするウォータープルーフ
タイプの日やけどめ。水・汗・皮脂に強く、レジャーや
スポーツ時にも肌にやさしい天然無機系紫外線
防止剤、超微粒子のナノックスパウダーとＵＶリボン
型パウダーのオリジナル配合で、白浮きを軽減し、
しっとりした滑らかなテクスチャーを実現。さらに植物
成分を配合し、スキンケアもできる日やけどめです。

●税込み本体価格 4,290円

●内容量：40mL

エックスワン
レジャーUVカット〈SPF50 PA＋＋＋＋〉

使い方

よく振った後、首・腕で500円玉大程度、脚で500円
玉大2個程度をムラなく透明になるまでのばします。
顔にご使用の際はメイクアップベース前またはメイク
アップベースの代わりにパール1粒大程度をムラなく
透明になるまでのばします。

使い方
首・腕で500円玉大程度、脚で500円玉大2個程度を
ムラなく透明になるまでのばします。顔にご使用の際は
メイクアップベース前またはメイクアップベースの代わりに
パール1粒大程度をムラなく透明になるまでのばします。

〈弱酸性〉

専用のクレンジングジェルを
お使いください。

〔商品番号929〕

夏のお出かけやアウトドアのレジャーで、肌が赤くなってヒリヒリ痛む。この“日やけ”の原因
となるのは、紫外線の中でもUV-B波と呼ばれるもの。一方肌をじわじわと黒くし、シミ、シワ、
たるみの原因となるのがUV-A波です。「生活紫外線」とも呼ばれているように、UV-A波は
窓ガラスなども通過し日常の生活シーンに四季を通して降り注いでいます。

（生活紫外線）

雲や窓ガラスを通過して肌の
奥まで到達。肌老化の原因にも
なります。

（レジャー紫外線）

UV-B波

雲や窓ガラスなどに遮られます。
痛み、赤みを起こす日やけの
原因となります。

表
皮

真
皮

皮ふの断面図

UV-B波

UV-A波

正しい知識で、正しくUVケア。

●PA
UV-A波をカットする効果の指標。「+」
「++」「+++」「++++」の4段階で表します。

●SPF
UV-B波の防御効果を示す指数。
1SPF=20分とされています。

《PAとSPFについて》

UV-A波
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スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

厳選した原料だけを使用した肌にやさしい低
刺激性・無香料・無着色の透明石鹸です。
クリームのようなキメ細かい泡が汚れを包み込み、
すっきり落とします。また、素早い泡切れで
スピーディに洗い上げます。しかも、カミツレエキス
などの保湿成分も配合していますので、肌をしっとり、
スベスベに保ちます。小さくなっても型崩れしません。

1,100円●税込み本体価格

●内容量：100g

ハボン デ エックスワン
透明石鹸819

商品番号

815
商品番号

美容液

●税込み本体価格 11,000円

●内容量：30mL

エックスワン
トリートメントエッセンス〈弱酸性〉

海藻から生まれた「ラミループ」（褐藻エキス）が
肌の基底膜にはたらきかけ、保水機能をバック
アップする保湿美容液です。肌のコンディションが
優れないときや、カサつきが気になるとき、
毎日のお手入れに加えてご使用ください。

使い方
2～3プッシュ程度を乾燥しやすい部分を中心に
顔全体につけます。メイク前に使えば化粧ノリが
グンとアップします。

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

使い方 適量（小指第一関節位）をよく泡立ててから
顔全体を包み込むように洗います。

934
商品番号

洗顔フォーム

「天然クレイ」に含まれる二酸化ケイ素が、
毛穴の汚れをしっかりと落として、ミネラル成分を
補給。汗と汚れをこれ一本でしっかり落とし、
さっぱりとしながらも、うるおいのある透明肌に
洗い上げます。

●税込み本体価格 2,200円

●内容量：100g

インナップ ミュー
フェイスクレンズB

メンズケア

●スペシャルケアラインの主な配合成分

主な配合成分

エックスワン トリートメントマスク

エックスワン トリートメントエッセンス ・ラミループ〈褐藻エキス〉（保水力をカバーする）

・加水分解コラーゲン（保湿）
・加水分解コンキオリン（パールエキス・ツヤ感）

・水溶性コラーゲン（保湿）
・EGF〈ヒトオリゴペプチド‐１〉（細胞賦活（表皮細胞の活性化））

・プラセンタエキス（保湿・細胞賦活）
・FGF〈ヒトオリゴペプチド‐１３〉（細胞賦活（線維芽細胞の活性化））

ハボン デ エックスワン ・カミツレ花エキス （保湿）

・ポリグルタミン酸（水分と油分のバランスを整える） ・加水分解酵母エキス（肌水分の蒸発を防止する）

●インナップ ミューの主な配合成分

インナップ ミュー フェイスクレンズB ・天然クレイ（火山岩由来の泥成分、老廃物（毛穴の汚れ）の吸着除去）　　・アロエエキス（保湿）　　・ホップエキス（収れん）

主な配合成分

●UVケアの主な配合成分

タイプ 香調 主な配合成分 美容に関してなど

エックスワン
クレンジング
ジェルS

エックスワン
レジャー
UVカット

ジェルタイプ

エマルジョン
タイプ

無香料

・酸化チタン（無機粉体 紫外線防止）
・酸化亜鉛（無機粉体 紫外線防止）
・ヒアルロン酸（保湿）
・トコフェロール（酸化防止）
・VC誘導体（保湿）

・UV‐A波、UV‐B波から皮ふを保護
・肌をしっとりと保つ保湿効果
・肌を活性化しダメージからまもる

インナップ調
（ホワイトフローラル）

・コムギ胚芽油（エモリエント）
・エラスチン（保湿）
・植物性コラーゲン〈カロットエキス〉（保湿）

・アルゴマリン（くすみのない透明感のある肌へ）
・シーラベンダー（年齢による悩みをカバー）
・フィトチオネイン（年齢による悩みをカバー）
・タイガーハーブ（肌あれ防止）

目的

クレンジング

紫外線防止

エックスワン
デイリー
UVカット

ジェルクリーム
タイプ

無香料

・メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（紫外線防止）
・ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル
 安息香酸ヘキシル（紫外線防止）
・ｔ‐ブチルメトキシジベンゾイルメタン（紫外線防止）

・オリーブ油（保湿）
・ホホバ種子油（保湿）
・ヒマワリ芽エキス（肌あれ防止）
・ザクロ果実エキス（保湿）

・ＵＶ‐Ａ波、ＵＶ‐Ｂ波から皮ふを保護
・肌をしっとり保つ保湿効果
・ブライトアップ、フィットアップ効果

生活
紫外線防止

・カミツレエキス（保湿）
・シソエキス（保湿）
・クロレラエキス（保湿）

・レジャーUVカットやウォータープルーフ
タイプのメイクアップ等を素早くクレンジング
・肌をしっとりと保つ保湿成分配合
・ボディにもなじませやすいジェルタイプ

※天然精油による
　ほのかな香りがします

ハボン デ エックスワン ギフトセット【商品番号 744】も
ご用意しております。

ギフトにもご利用いただけます

＞＞＞ 詳しくはP82をご覧ください。
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UVケア／スペシャルケア
スペシャルケア Ⅰ

インナップ ミュー
メンズケア



コラーゲンを奥深くまで届け
肌のハリと弾力を極みまで高める

スペシャルエステをご家庭で

高級エステで、「弾力に満ちた若 し々い肌へ導く」と注目の

エレクトロポレーション★のケアが、ご家庭で手軽に行える「リボーテ」。

若 し々さの素ともいえるコラーゲンを肌の奥深くまで届け、弾けるようなハリのある若 し々い肌へ導きます。

さらに、EMS★機能で表情筋やボディの気になる部分をひきしめます。

美（Beaute）を甦らせる（Re：再生）という名前の由来通り、

あなたの肌を輝きあふれる美しい肌へと導いていく美容機器です。

ボーテ リ

弾むような若々しい肌へと導く

エレクトロポレーション・EMS美容機器「リボーテ」

エレクトロ
ポレーション★

ライトEMS★
（L-EMS）

EMS★
［ボディ用］

［フェイス用］

◎エ◎エ◎◎ レクレクトロトロロロポレレーシシシーショョョョンンン★★で美で美容成容成分を分を肌の肌の奥深奥深奥深深くまくまで届で届届届届届けるけるけるけるけるける
◎ラ◎ラライトイトイトイトトEEMEMEME SS★★（L-（L -EMSMSMSMS／フ／フェ／フェ／フ イス用イス用イ ））でたでたるみるみを解を解消し消し消し消し消しし、す、す、す、す、す、すっっきっっきっきっきり若り若々し々しい肌へへへへへ
◎◎EMEMMMSSSS★★★★（ボデ（ボデボデ（ボディ用）ィ用）用ィ用 で気で気で気で気になになになになる部る部る部る部分を分を分を分をひきひきひきひきしめめしめめしめしめるる

リリボボーーテテのの
特特長長

★用語解説  エレクトロポレーション： 高分子の成分を肌に導入することのできる電気穿孔導入法 ＥＭＳ： 電気により効果的に筋肉を動かす機能（「Electrical Muscle Stimulation」の略）
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美容美容成分を肌へ導入す入するる

エレクトロポレーション、ライトEMS
モード（L-EMS）のフェイスケアの際に
使用します。4点の電極が肌に
しっかりと密着した状態でお使いくだ
さい。

21 3 4

握りやすく、軽量で
使いやすいプローブ

EMSモード（ボディ）で使用します。
身体に装着する際は左右対称に
2個ずつ、計4個使用します。

EMSパッド

1 バッテリー
本体は充電式でコードレスなので使
いやすさバツグン。バッテリー残量が
少なくなると点滅してお知らせします。

ヘッド部素材：POM（アセタール樹脂）

パッド素材：保護フィルム 内面シリコン処理、
   ポリエステルフィルム

エエレレククトロロポポレーシショョョョンン
〈電気穿孔（せんこう）導入法〉

特殊な出力の電気を肌に与えると、わずかな
時間だけ細胞を押しのけ、その間から大きな分子
成分を内部に導入し閉じ込めることができます。

特殊な
時間だ
成分を

たった10分で
ハリと弾力を
実感！

20～30分のケアで分 ケ
美しいボディラインへ！

通常では浸透しにくいコラーゲンなどの高分子の美容成分を、表皮上に
特殊な電気パルスを与えることによって肌の奥深くまでしっかり導入。ハリや
弾力、うるおいを生み出し、リフトアップにつなげます。

角質層

顆粒層

有棘層

基底層

真皮層

脂肪層

筋層

美容成分を閉じ込める

美容成分

プローブヘッド

特殊な電気パルスを与
弾力、うるおいを生み出出

目尻に

ほうれい線に

分を 表皮上に

週1回の
スペシャル
ケア！

筋肉を動かかしして鍛鍛える

ＥＭＳＳ（フェイス用＆ボデディィ用用）

電気刺激を筋層にまで届け筋肉を動かす
ことで、筋力アップにつながります。

角質層

顆粒層

有棘層

基底層

真皮層

脂肪層

筋層

電気

電気の力で筋肉を動かす

プローブヘッド

フェイスは
週1回

ボディは
毎日
使える！

電気の力で直接筋肉を動かすことによって、顔の表情筋を鍛えてたるみを
解消し、若々しい表情へと導きます。また、ボディの気になる部分の筋肉を
動かし鍛えることにより、ひきしまった美しいボディラインをつくります。

高性能なのに操作は簡単！　

2 タイマー
お手入れ時間が分かる
タイマー付き。

3 セレクトボタン
エレクトロポレーション機能とＥＭＳ機能
（L-EMS〈フェイス用〉、EMS〈ボディ用〉）を
ボタンひとつで使い分けられます。

4 レベルボタン
エレクトロポレーション機能とＥＭＳ
機能の出力の強弱が一目で分かり
ます。

小型でシンプルな機器で持ち運びも便利です。
また、分かりやすい操作盤でどなたでも簡単に
使用できます。

直径
約42mm

縦80mm
×

横50mm

美容（整形）医療の分野ではコラーゲン
注射に使われている安心・安全な成分です。
皮ふの保護改善効果、肌に保水性や
弾力性を与える効果に優れています。

◎サクシノイル アテロ コラーゲン
シワやたるみのない若 し々い肌には
欠かせないコラーゲン。水分をたっぷり
含有し、肌への浸透性が非常に高い
のが特長です。

◎水溶性コラーゲン
エラスチンは皮ふの真皮などの結合
組織にある線維状たんぱく質で、
コラーゲン線維を束ねて皮ふの弾力と
ハリを保つ役割があります。

◎加水分解エラスチン
真皮層に存在し、優れた保水力を
もち、肌に水分を蓄えておくという
大切な役割を担っています。

◎ヒアルロン酸
ビタミンC誘導体の中でも浸透力の
よいパルチミン酸アスコルビルリン酸
３Naを配合。肌のくすみや色むらを
ケアし、ハリのある明るい肌へ導きます。

◎ビタミンC誘導体

1回1本の
使いきり
サイズ

不純物が混入することで品質変化を起こす可能性がありますので、必ず1回で1本を使いきってください。

エックスワン Cエッセンス 保水力や弾力を保つのに欠かせないコラーゲンをエレクトロポレーション★で導入します。

リボーテ 操作方法

詳しくはP.27へ

★

★
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リボーテに搭載しているボディ用EMSで使用する
パッド。使用を重ねることで粘着力が弱くなったら
交換してください。

※EMS用コードやACアダプターのご使用にあたってコードを小さく
巻いたり、折りたたんだり、本体に巻き付けないでください。コード間の
芯線が切れ、トラブルの原因となります。

※不純物が混入することで品質変化を起こす可能性があります
ので、必ず１回で1本を使い切ってください。

●税込み本体価格 2,970円

リボーテ
エレクトロポレーション専用美容液

●ＥＭＳパッドの正しい貼り位置

水溶性コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、
加水分解エラスチン、ヒアルロン酸、さらに、
ビタミンC誘導体の中でも浸透力のよいパルミ
チン酸アスコルビルリン酸３Ｎaを配合したエレク
トロポレーション専用美容液。肌を構成する３大
成分とくすみや色ムラをケアしハリのある明るい
肌へ導くビタミンC誘導体を、肌内部へ届けます。

10,686円

コラーゲンを肌の奥まで届けるエレクトロポレーションでのケアや、
表情筋とボディのひきしめができるEMSでのケアが手軽に行えます。

肌本来の、若 し々い美しさを再生します。

リボーテ 交換用EMSパッド（4枚組）エックスワン Cエッセンス
（5mL×4本入）

306
商品番号

エレクトロポレーション・ライトEMS（L-EMS／
フェイス用）・ボディ用EMSを搭載。エレクトロポレー
ション機能で肌の奥にまで成分を届けることが可能
です。〈必ず専用の美容液をご使用ください。〉
顔用・ボディ用のEMSにより表情筋や全身の
筋肉を鍛え、若 し々さを保つことができます。女性だけ
でなく、男性にもおすすめの総合美容機器です。

●本体サイズ：縦90×横150×高さ（最大）38mm
●重さ：310g

リボーテ 基本セット
美容機器

128,810円

◎セット内容
● リボーテ（本体）×１ ● ACアダプター×１
● リボーテ フェイスプローブ
  （エレクトロポレーション・L-EMS兼用）×１
● EMSパッド（ボディ用）×4 ● EMS用コード×１

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ

対象商品

●税込み本体価格 ●税込み本体価格

310
商品番号

交換用部品308
商品番号

5

2

3
1

6

4

※プローブの動かし方は
　エレクトロポレーションと同様です。

エレクトロポレーション

プローブの動かし方

矢印の方向へクルクルとらせんを
描くように動かします。

付属のスポイトでプローブヘッドに
たっぷりとエックスワン Cエッセンスを
のせます。

週1回のケア

ライトＥＭＳ（Ｌ-ＥＭＳ／フェイス）

クレンジング・洗顔後、肌に
たっぷりとエックスワン ソニック
ジェルをのばし、プローブヘッドを
直接肌に当てます。お手入れが
終わったら、水、またはぬるま湯で
ジェルを洗い流します。

週1回のケア

ＥＭＳ（ボディ）

●サイズ：縦80×横50mm

●税込み本体価格 4,044円

リボーテ専用 ＡＣアダプター
交換用部品445

商品番号

腕（20分）

ヒップ（30分） バスト（20分）

（スポイト付）

ヒアルロン酸

コラーゲン エラスチン

ビタミンC

腹部（30分）

リボーテのご使用方法

化粧品と一緒に使って効果アップ！  5ステップで理想の肌へ

毎日使用可能
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ライトEMS
（L-EMS） 10分

※「リボーテ 基本セット」「リボーテ 交換用EMSパッド」は、未使用・未開封でセット内容がすべてそろっている場合に限り現金返済保証制度対象となります。　※「リボーテ専用 ACアダプター」は現金返済保証制度対象外となります。

スキンケア

◎リボーテ
◎エックスワン ソニックジェル

イオン
トリートメント

エレクトロ
ポレーション

ソニック
トリートメント

◎インナップＥＸ
　モイスチャークリーム MD
◎エックスリュークス
　セルリカバークリームW
◎インナップEX
　モイスチャークリーム
　モア MD

＊リボーテの場合は化粧水からの
  スキンケアを行ってください。

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5

クレンジング・洗顔

洗い流す

洗い流す洗い流し
不要

洗い流し
不要

※プロ アジークのケアには、必ず
専用のクレンジングウォーターと
ソニックジェルをお使いください。

◎リボーテ
◎エックスワン Cエッセンス
※プロ アジークをお持ちでない方は、
　クレンジング・洗顔を丁寧に
　行ってください。

◎インナップＥＸ
　クレンジングフォーム MD

◎インナップＥＸ
　クレンジングクリーム MD

◎エックスリュークス
　エグゼティシャン
マッサージクレンジングW
◎エックスリュークス
　エグゼティシャン
　クリームウォッシュW

お風呂上がりのボディメイクタイムで、美しいシルエットとみずみずしい素肌を手に入れる

◎ピルフィーノ
　ボディシャンプー

◎ピルフィーノ
　ジェルマンスール
◎エックスワン 
　プレミアム馬油クリーム

◎ピルフィーノバスソルト

イオン
クレンジング

◎プロ アジーク
◎エックスワン
　クレンジングウォーター

◎プロ アジーク
◎エックスワン
　ソニックジェル

◎プロ アジーク
◎エックスリュークス
　モイスト
　リジュビネイターW

5分

5分

10分

20分～30分

10分

Face

Body

入浴 洗浄 EMS マッサージ・保湿

10分～20分

◎プロ アジーク
◎エックスワン 
ソニックジェル

ソニックトリートメント

◎インナップＥＸ
モイスチャーローション MD＊
◎インナップEX
モイスチャーローション モア MD＊

※エレクトロポレーション、ライトEMS（L-EMS）と、ソニックトリートメント、イオントリートメントは同日に行わないでください。

リボーテ
コース

ハリのある
若 し々い
肌へ

プロ
アジーク
コース

うるおいに
満ちた
肌へ

化粧品と一緒に使って効果アップ！  化粧品と一緒に使って効果アップ！  5ステップステップで理想の肌へ理想の肌へ 週1回のケア

◎リボーテ
◎リボーテ 交換用EMSパッド
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プロ アジーク

極上の肌力を引き出すベストコンビネーション
年齢に負けない美しい素肌を保つためには、日々のお手入れが大切です。

だからこそ、プロ アジークでお手入れをはじめましょう。

イオンやソニックのはたらきでローションやクリームのスキンケア効果を高め、

ハリとうるおいに満ちた肌へ導きます。

さあ、このベストコンビネーションのチカラで極上の肌へ。

ご家庭でできる本格ケアで、

あなたの“理想の肌”が、はじまります。

理想の肌へ導く「オールインワン美容機器」

一緒に使って「もっと」を叶える

ベスト
コンビネーションケア
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肌にうるおいが足り
ないと、角質がそり
返り、ますます水分が
逃げやすい状態に。

プロ アジークの 3 つの効 果

毎日のW洗顔だけでは、メイクの落とし残りや
古い角質、ほこりなど、目に見えない汚れを
落としきることはできません。イオンクレンジング
なら、肌に負担をかけないディープクレンジングで、
肌の奥の汚れを取り去ることができます。

肌の奥の汚れをすっきり落とす
１秒間に１００万回（１ＭＨｚ）の微細な超音波の
振動が肌に適度な運動効果を与えます。美容や
健康に最適な超音波の周波数は、この１ＭＨｚ
とされています（超音波とは周波数2万Hz
以上の音波のことをいいます）。

肌をひきしめ、ハリ・弾力を与える
エステでも人気のイオントリートメントは、イオンの
力で効果的に肌の奥へ化粧水や美容液の
成分を導入し、浸透させます。角質層をしっかり
うるおわせることで、肌のコンディションをよりよい
状態へ導きます。

うるおいを肌の奥へ浸透させる

超音波搭載
イオンクレンジング

（イオン導出）

ソニックトリートメント
（超音波トリートメント）

超音波搭載
イオントリートメント

（イオン導入）

コットン

プローブヘッド

角質層

毛穴

汚れ

ハンド
マッサージ

乾燥した角質

肌の奥にひそむ汚れを、イオンの力で吸着させます。

キメの整った肌

キメの乱れた肌
超音波エネルギーは、細胞レ
ベルで波動として伝わり、吸
収されると熱エネルギーに変
わる性質があります。
※空だきを防止するため、レベル
3以上で使用の際、1分以上の
肌検知がない場合、自動で出力が
制御される自動制御装置が
ついています。

ハンドマッサージでは届かない
肌細胞へ直接はたらきかけ、
ハリや弾力を高めます。

うるおいを与えると、
キメの整った肌に
なります。

角質層

水分蒸発

★5段階レベル調整が可能です。

◎超音波搭載  イオンクレンジング機能 ★

◎ソニックトリートメント機能 ★

◎超音波搭載  イオントリートメント機能 ★

◎ハイパワーでボディにも使用可能

プロ アジークの特長

イオンクレンジング・イオン
トリートメントのお手入れの
際に押します。

プロ仕様でありながら、できるだけ簡素化し、
簡単操作を実現しました。簡単なボタン操作のモード・

パワー選択

大きな液晶パネルで、選択した
各種モードなどを確認できます。見やすい大型液晶パネル

※液晶パネルは説明用にすべて表示しています。実際の運転時とは異なります。

操作方法

顔のお手入れの際に
押します。

ボディのお手入れの際に
押します。

選択されたモードをスタート・
ストップする際に押します。

ソニックトリートメントの
連続と断続、イオンクレン
ジングとイオントリートメントの
切り替え時に押します。

                     を押すと表示されます。

ソニックトリートメント時に
表示されます。

連続・断続が表示されます。

レベルが5段階で表示されます。イオンモードを選択時、アースグリップを接続していると表示されます。

プロ アジーク

フェイスボタン                   を押すと表示されます。ボディボタン

フェイスボタン

ボディボタン

スタート・ストップボタン

イオンボタン

上のボタンでレベルアップ、
下のボタンでレベルダウン
ができます。

レベルボタン

モードボタン

お手入れ時間が表示され
ます。

イオンクレンジング
選択時に表示されます。

イオントリートメント
選択時に表示されます。
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イオンクレンジング・ソニックトリートメント・イオン
トリートメントを搭載。エックスワンのスキンケア
効果が一層高まります。アースグリップを握って
いただくことにより、お友達にもお手入れをする
ことができます。肌の調子に合わせてレベルの
設定ができます。

●本体サイズ：縦180×横200×高さ（最大）58mm（最小）
17mm ●重さ：460g

プロ アジーク 基本セット
美容機器

●税込み本体価格 216,857円

304
商品番号

◎セット内容
● プロ アジーク（本体）×１ ● フェイスプローブ×１
● ボディプローブ×１ ● アースグリップ×１

◎セット内容
● プロ アジーク（本体）×１ ● フェイスプローブ×１
● アースグリップ×１

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ対象商品

スキンケア
お手入れ
ステップ
＞＞詳しくはP.7へ対象商品

プロ アジーク フェイス用
美容機器

●税込み本体価格 169,714円

335
商品番号

イオンクレンジングとソニックトリートメント、イオントリートメントの相乗効果。
ハリがあり、うるおいに満ちた肌へ導く極上のスキンケアを、手軽にご自宅で。

プロ アジークで本格的な肌力ケアを、
いつでも、どこでも。

※「プロ アジーク専用コットンカバー」「プロアジーク専用ACアダプター」は現金返済保証制度対象外となります。
　「プロ アジークシリーズ」は、未使用・未開封でセット内容がすべてそろっている場合に限り現金返済保証制度対象となります。

Ｗ洗顔でメイクを落とした
後におこないます。

コットン
装着

イオンクレンジング イオントリートメント

ヘッド部分にコットンを１枚おき、コットンカバーを
かぶせ（①）、エックスワン クレンジングウォーターを
たっぷりと含ませます（②）。

コットンカバーをはずします。エックス
ワン ソニックジェルを肌にのばし、
プローブヘッドを直接肌に当てます
（④）。お手入れが終わったら、ジェルを
洗い流します。両サイドの電極グリップに手が触れるように、

本体を握ります（③）。

ソニックトリートメント

プロ アジークのご使用方法

② ③① ⑥ ⑦⑤④

持ち方

コットン
装着

ヘッド部分にコットンを１枚おき、コットンカバーを
かぶせ（⑤）、エックスリュークス モイストリジュビ
ネイターW、インナップEX モイスチャーロー

ション MDまたは、インナップEX モイスチャーローション 
モア MDをたっぷりと含ませます（⑥）。

両サイドの電極グリップに手が触れるように、
本体を握ります（⑦）。

持ち方

5分 5分10分

●プローブ面直径：約50mm ●重さ：210g

広範囲のケアにはボディプローブを。握りやすく、
超軽量で使いやすいＬ字型プローブです。

プロ アジーク ボディプローブ

美容機器
オプション品

●税込み本体価格 47,143円

336
商品番号

※ボディプローブをご使用の際は必ずボディプローブ専用コード
にてご使用ください。
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444
商品番号

プロ アジーク専用 
ＡＣアダプター

●税込み本体価格 4,044円

交換用部品

プロ アジーク専用 
コットンカバー

●税込み本体価格 430円

443
商品番号

交換用部品

プロ アジークでのソニックトリートメント、リボーテの
ライトEMSに必要な専用ジェル。シソ葉エキス・
トウキ根エキス配合。水分バランスがよく、なめらかな
使用感で肌あれ防止効果もあります。

プロ アジークでのイオンクレンジングの効果を
引き出すために不可欠な専用化粧品。シソエキス・
トウキ根エキス配合。肌のキメを整え、乾燥から
肌をまもります。

851
商品番号

●税込み本体価格 3,927円

852
商品番号

エックスワン クレンジングウォーター

●税込み本体価格 4,708円

●内容量：200g ●内容量：145mL

エックスワン ソニックジェル〈弱酸性〉

◎プロ アジークのソニックトリートメント時に使用します。
◎リボーテのライトEMS（フェイス用）時に使用します。 ◎プロ アジークでイオンクレンジング時に使用します。

〈弱酸性〉

エックスワン クレンジングウォーター

エックスワン ソニックジェル

●エックスワン クレンジングウォーター、エックスワン ソニックジェルの主な配合成分

主な配合成分

・シソ葉エキス （収れん効果・肌を落ちつかせる効果があり、肌のキメを整えて乾燥からまもる）　・トウキ根エキス（保湿効果・肌を落ちつかせる効果があり、肌をすこやかに保つ）

ボディケア

※神経の集中している部分（まぶたや目のきわ・耳のまわり・唇・髪の生え際）や、皮ふの薄い部分（胸・頭皮・わきの下など）には使用しないでください。
※プローブの滑りが悪くなったら「エックスワン クレンジングウォーター」や「エックスワン ソニックジェル」を補給してトリートメントしてください。

頬
顔の丸みにそって
中心から外へ。
全体を斜め上に
引き上げるように

首
下から上へ

へそを中心にらせんを描くように
（時計まわり）

おなか

下から上へ
持ち上げるように

ヒップ

肩の方に向かって
引き上げるように

腕

わきから
中央に向かって

ウエスト

ひざから上へ向けて
引き上げるように

太もも
目尻を引き上げるように
目の周り

口角を持ち上げるように
口の周りあご先からこめかみに向かって

フェイスライン

眉間から
髪の生えぎわに
向かって

額

フェイスケア

プローブの動かし方
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 プロ アジーク

スペシャルケアⅡ



“時代を超えて人々の永遠の記憶に残る7つ星肌”を叶えます

          の先進美容スキンケア成分を取り入れた
革新のエイジングケア※1用ベースメイクシリーズ
「          プロケアビヨンド」シリーズが目指したのは、年齢のサインが顔や肌に現れることのない人。

“年齢”という、自分が重ねてきた時が「美しい記憶、知性、健康感」のみを表し、

気になるラインやハリのなさ、くすみ※2といったサインを現す事のない、

自分「至上最高峰」の艶肌を目指します。

プロのメイクアップテクニックを遥かに超える革新のファンデーション。

メイクアップ効果だけでなく、使うほどにエイジングスキンケア※1効果も叶える

ベースメイクシリーズです。

美しく見えない肌 プロケアビヨンドで叶える7つ星肌

不透明感   シミ・そばかす   乾燥   肌トラブル・にきび

くすみ※2・陰り   シワ・たるみ

透明感      キメ      うるおい力      健康感

   ツヤ・輝き      ハリ・弾力      立体感※4

※1 年齢に応じたスキンケア　※2 古い角質や汚れ　※3 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※4 メイクアップ効果による　※5 カプリロイルジペプチド‐１７（保湿成分）　※6 角質層まで　※7 ヒアルロン酸アスコルビルプロピル（保湿成分）
※8 トリフルオロアセチルトリペプチド‐２（保湿成分）　※9 チレッタセンブリエキス（コンディショニング成分）　※10 ヘキサペプチド‐３3（保湿成分）　※11 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、酸化スズ　※12 マイカ、酸化チタン、シリカ

エックスリュークス プロケアビヨンド

ヒト幹細胞培養液※3をはじめ、
優れた美容成分をふんだんに配合

エイジングケア※1に着目した
スキンケア効果、

メイク効果のポイントが凝集
見た目年齢のサインをカバー 先進のエイジングスキンケア※1と

メイクアップを同時に叶える

WEBからもご覧いただけます！
             ブランドサイト
https ://xluxes . jp
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《          プロケアビヨンド 主な配合成分》

【メイクアップ成分】

【メイクアップ・スキンケア成分】

肌に受けた光をリング状に拡散し、額や頬骨など顔の高い
部分にツヤが生まれる“ストロボメイク効果”で立体感を与え、
シャープでひきしまったフェイスラインを演出します。

パソコンやスマートフォン画面から浴びるブルーライト（波長460nm付近の光）は、紫外線（UV-B）よりも肌に
有害といわれています。サラサラとした軽いテクスチャーのアクアセリアが肌にやさしくなじみ、ブルーライトを
95％以上遮蔽します。

7色の光を放つパウダーが光マジックで肌トラブルでできて
しまった色ムラを飛ばし、理想の肌色に反射させ、すこやかな
印象へ導きます。

光を集めて増幅し拡散させるパウダーが、輝きに満ちた艶肌
オーラを演出。高貴で気品ある顔立ちに仕上げます。

【スキンケア成分】

くすみをケアするペプチド成分と角質をケアして肌環境を
整えるフレンチポリネシア由来の多糖エキスをミックスした
スペシャルな美容成分が、明るく透明感あふれる肌に導きます。

低分子ヒアルロン酸が肌表面の凹凸を埋めながらうるおいを保ち、
ビタミンC誘導体が肌の奥にまで※6しっかり浸透。くすみ※2をケア
しながら、肌にうるおいやハリ・ツヤを与えます。

“In-Cosmetics Barcelona 2015”で銀賞を受賞。脂肪由来
幹細胞からのシグナルに着目。アーユルヴェーダで古くから使われて
きた美容成分が、ケラチノサイト（角化細胞）をサポートして、ふっくらと
弾力のある肌へ導きます。

最先端の化粧品原料が集う世界大会“In-Cosmetics Global 
2012”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。

肌のハリや弾力をサポートしながら黒ずみや肌ダメージにア
プローチする高機能な美容成分です。浸透性・持続性に
も優れ、ハリも弾力も透明感をもキープします。

南アフリカの伝承植物、ブルビネフルテスセンス葉汁由来
成分が良質なコラーゲンをサポート。コラーゲンにはたらきかけ、
ハリと弾力に満ちた肌へ導きます。

くすみのない透明感のある肌へ

くすみのない透明感のある肌へ

ハリ・弾力のある肌をサポート

ツヤ・輝き

ソフトフォーカス

輝き・拡散

ブルーライトカット

【        スキンケアシリーズと同じ成分を配合】

※13 ダイヤモンド末（紛体成分）　※14 オリゴペプチド‐６８、ビブリオアルギノリチクス培養液（保湿成分）　※15 オリゴペプチド-34（保湿成分）　※16 ブルビネフルテスセンス葉汁（保湿成分）　※17 酸化セリウム、白金（ＵＶカット成分）

ハローホワイト（Halo White）※11＊2

ヒト幹細胞培養液※3＊1

3つの「W」の肌悩みに、多角的かつ同時にはたらきかける多機能
ペプチド。輝くようなみずみずしさ、弾むようなハリ、透明感を肌に
与え、きめ細やかでシルクのような肌感触へ。

W3ペプチド※10ビタ‐HA400※7＊1

SWT‐7※9

プロジェライン※8

レインボーパールパウダー※12＊2

ダイヤモンドパウダー※13＊2

アクアセリア※17＊3

フローレスデュオ（FLAWLESS DUO）※14＊3

ＴＧＰ２※15

リフトニンエキスパート（LIFTONIN‐XPERT）※16＊3

ヒト幹細胞培養液の詳細は
>> P10をご覧ください。

コラーゲンタンパク質を構成する高浸透の低分子ペプチド成分が
年齢が気になる肌にしっかり吸収されて※6、コラーゲンをサポート。
年齢とともにハリ・弾力が失われがちな肌に若 し々さをもたらします。

プロリフィルF4※5＊1

ヒト幹細胞培養液※3をはじめ、
優れた美容成分をふんだんに配合。
時代はエイジフリーファンデーションへ。

＊1 スキンケアシリーズ、セラムファンデーション、メイクアップベース、コンシーラーに配合　＊2 セラムファンデーション、フェイスパウダー、パウダリーファンデーション、メイクアップベースに配合　＊3 セラムファンデーション、メイクアップベースに配合
★プロケア リバーサーセラムWに配合　♥モイストリジュビネイターWに配合　♦セルリカバークリームWに配合　♣エグゼティシャン 3Dセラムマスクに配合

》

】

ヒト幹細胞培養液※
《XLUXES プロケアビヨンド シリーズ共通配合 ★》

《XLUXES プロケアビヨンド シリーズ共通配合 ♥♦♣》

《XLUXES プロケアビヨンド シリーズ共通配合 ★♥♦♣》

《XLUXES プロケアビヨンド シリーズ共通配合 ★♥♦》
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 エックスリュークス

プロケアビヨンド

ベースメイク



エックスリュークスの先進スキンケアとプロのメイクを超える効 
革新のエイジングケア※1用ベースメイク。
見た目年齢のサインをカバーし、「透明感」、「キメ」、「うるおい力」、「健康感」、「ツヤ・輝き」、
「ハリ・弾力」、「立体感※2」の7つを叶える、ベースメイクシリーズです。

35

各4,713円

5,973円

●内容量：各9.5g ●SPF35 PA＋＋＋

●内容量：30g ●SPF50 PA＋＋＋ ●美容成分68％（水を含む）

1,320円

363円

●税込み本体価格

つけたてのしっとりなめらかな美しい仕上がりが、時間が経ってもくずれずに
続くパウダリーファンデーション。たっぷりの美容液とパウダーを結合した

“湿式製法”で７つ星肌に導きます。のせた瞬間から肌に溶け込むように柔らかく
なじみ、輝くような艶肌を長時間演出します。透明感がありながら、重ねづけで
色ムラやくすみのカバー力をアップする処方です。
【商品番号877】パウダリーファンデーション専用ケースに詰め替えてご使用ください。

ヒト幹細胞培養液※3を配合した美容液のようなＵＶ化粧下地。なめらかな
質感、薄づきなのに色ムラもしっかり隠すカバー力で、凹凸のない自然で
美しい素肌感を演出します。化粧下地、日やけどめ、保護美容液、色補正が
ひとつになったオールインワンベースです。光をなめらかに反射して肌になじみ、
ワンランク上のみずみずしく輝く艶やかな肌に導きます。

●税込み本体価格

881
商品番号

ミディアムオークル

エックスリュークス プロケアビヨンド パウダリーファンデーション専用コンパクト
ケース。お好きな色のレフィルをセットしてお使いください。

エックスリュークス
プロケアビヨンド
パウダリーファンデーション 専用ケース（パフ付）

●税込み本体価格

877
商品番号

コンパクトケース

きめ細やかで柔らかい感触のパウダリーファンデーション専用パフ。

エックスリュークス
プロケアビヨンド パウダリーファンデーション 専用パフ（2個入）

●税込み本体価格

878
商品番号

入替用パフ

864
商品番号

エックスリュークス
プロケアビヨンド
メイクアップベース

化粧下地

※1 年齢に応じたスキンケア　※2 メイクアップ効果による　※3 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）

●

8
商

●税込み本体価格 各7,859円

ヒト幹細胞培養液※3配合のエイジングケア※1用リキッド状美容ファンデー
ション。7色の偏光パールが肌に究極の立体感を与え、くすみやシミなどの
あらゆる肌悩みをカバー。健康的な透明感とハリ・弾力のある若々しい
印象を与えるメイクアップ効果と、一日中豊かなうるおいを持続し、使うほどに
キメの整ったなめらかな肌に導くスキンケア効果を同時に叶えます。オフした
後もいきいきとした艶肌効果が続きます。

●内容量：各30mL ●SPF40 PA＋＋＋ ●美容成分76％（水を含む）

880
商品番号

ミディアムオークル

857
商品番号

ナチュラルオークル

858
商品番号

ミディアムベージュ

856
商品番号

ライトピンク

リキッドファンデーション

プロケアビヨンド セラムファンデーション
エックスリュークス

867
商品番号

ライトオークル

※専用ケースのみの販売となりますので、必ずパウダリーファンデーション（レフィル）と一緒にお買い求めください。

写真はレフィル（別売）を
セットした状態です。

862
商品番号

ナチュラルオークル

863
商品番号

ミディアムベージュ

861
商品番号

ライトピンク

プレスト状ファンデーション

プロケアビヨンド パウダリーファンデーション（レフィル）
エックスリュークス

868
商品番号

ライトオークル

★

★
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セラムファンデーションの仕上がりをさらにドレスアップさせるフェイス
パウダー。キメ細かなルース状パウダーで、肌の凹凸に溶け込むようなふんわり
肌触りのよい柔らかな感触です。軽やかでありながら、肌にしっかりフィットし、
気になる部分をカバーしながら透明感を演出。しっとりしたうるおい感を与えて
なめらかな艶肌へ導くスキンケア効果も発揮します。
【商品番号875】フェイスパウダー専用ケースに詰め替えてご使用ください。

 果を融合した、

36

ルース状おしろい

●税込み本体価格 各5,500円

●内容量：各10g

プロケアビヨンド フェイスパウダー（レフィル）
エックスリュークス

859
商品番号

アイボリー

860
商品番号

ナチュラル

871
商品番号

ライトピンク

872
商品番号

ピンク

873
商品番号

オークル

ハイライトとして

くま、くすみなど

シミ・赤みなど

各3,300円

ヒト幹細胞培養液※3を配合した肌トーンを自在にあやつるコンシーラー。
ライトを浴びたような輝きと華やかさを演出するライティングコンシーラーと、
密着がよく薄づきながら自然にシミや赤みをカバーして素肌美を叶える
カバーリングコンシーラーのそれぞれが、ムラのない美しい肌に仕上げます。
先進の美容成分を配合し、エイジングケア※1しながら優れたメイクアップ
効果を発揮します。

●税込み本体価格

エックスリュークス
プロケアビヨンド ライティングコンシーラー（2色）

※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。　※ ★印の商品は現金返済保証制度対象外となります。　※ 「エックスリュークス プロケアビヨンドシリーズ」は未使用・未開封に限り現金返済保証制度対象となります。

コンシーラー

写真はライティングコンシーラー
ライトピンクです。

魅せるコンシーラーの使い方

基本形

ライトピンクをTゾーンと目の周りにおいて指先で
なじませる。

シミ、そばかすなどはオークルを使用し、境目を
ぼかすようになじませる。

※Tゾーンは瞳の高さまで ※Tゾーンは瞳の高さまで

その他はライトピンクをおいて指先でなじませる。
シミ、そばかすなどはオークルを使用する。

目の下にピンクをおいて指先でなじませる。（まぶたの
くすみも気になる場合は、まぶたにもピンクを使用する。）

くま、くすみが気になる場合

カバーリングコンシーラー（1色）

黄み赤み
カラーチャート
プロケアビヨンド

フェイスパウダー

ファンデーション

明るめ

暗め

ミディアム
ベージュ

ナチュラル

ナチュラル
オークル

ミディアム
オークル

アイボリー

ライトピンク

ライトオークル

ミデ
ベージュベ

ナチュラルララララ

ナチ
オークルオ

ミ
オークルオ

アイ

ライ

赤み

イトピライ

クル

悩みに合わせてコンシーラー3本を図のようにおいていきます。指で軽くなじませて、メリハリの
ある華やかな艶肌を演出します。

ケア効果も発揮します。
ウダー専用ケースに詰め替えて

エックスリュークス プロケアビヨンド フェイスパウダー専用ケース。お好きな
色のレフィルを入れてお使いください。

エックスリュークス
プロケアビヨンド
フェイスパウダー専用ケース（パフ付）

●税込み本体価格 1,320円

875
商品番号

詰替ケース

きめ細やかで柔らかい感触のフェイスパウダー専用パフ。適量を肌にのせることができます。

エックスリュークス
プロケアビヨンド フェイスパウダー専用パフ（1個入）

●税込み本体価格 693円

876
商品番号

入替用パフ

※専用ケースのみの販売となりますので、必ずフェイスパウダー（レフィル）と一緒にお買い求めください。

写真はレフィル（別売）を
セットした状態です。

★

★

写真はライティングコンシーラ
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 エックスリュークス

プロケアビヨンド

ベースメイク



フィネティア

球状パウダーが、ムラなく柔らかにフィットし、粉落ちしにくい
パウダーアイブロウ。明るい茶系と自然なグレー系の2色
展開で、どんな眉にも自然になじみます。眉ケア成分配合で
美眉をキープします。
【商品番号970】ポイントメイク用 詰替容器を
ご利用ください。

●税込み本体価格 2,420円

フィネティア パウダーアイブロウMTB（レフィル）
眉用パウダー

965
商品番号

ナチュラルブラウン

966
商品番号

グレイッシュブラウン

各

適度なコシがあり細かな部分まで使いやすいアイブロウブラシ。バジャー
（アナグマ科）とPBTの混毛で、眉の隙間を美しくなじませます。

フィネティア
アイブロウブラシ

●税込み本体価格 1,573円

971
商品番号

眉用ブラシ

メイクしながらスキンケア。

アイライナー、アイカラー、チーク、リップなど自分らしさを際立たせるラインアップ。
見た目をキレイにするだけではなく、美容成分が素顔まで美しく導きます。

目もとや頬、そして唇を自分らしく魅惑的に。
肌そのものの美しさを呼び覚ますポイントメイク。

使うほどに美しい肌へ。

シリーズのコンセプト◎フ◎フィネィネティア MTBシ

保湿＆エモリエントの
トリートメント効果

〈スキンケア感覚でメイクアップ〉

スクワラン・ホホバ油・バイオヒアルロン酸
などの保湿剤やエモリエント成分を配合。
肌に負担をかけない、トリートメント効果のある
メイクアップ化粧品です。

メイクの美しさが長もち
〈鮮やかな発色、長もちメイク〉

化粧くずれを防ぐために、エモリ
エント成分でコートされたパウダーを
使用しています。うるおいを与え
大切な肌をまもります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「モイスチャー効果とトリートメント効果の優れたバランス」のこと。素肌に直接つけるものだからこそ、やさしく、しなやかに。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フィネティアMTBシリーズは美しさとすこやかさを両立させたメイクアップ化粧品シリーズです。
MTB（Moisture & Treatment Balance）とは ・・・

●フィネティア パウダーアイブロウMTB（レフィル）の主な配合成分

眉ケア
成分

植物
エキス

【商品番号970】
ポイントメイク用
詰替容器

商品はレフィルタイプ
です。【商品番号970】
ポイントメイク用 詰替
容器をご使用ください。

※1 ジステアリルジモニウムクロリド（安定化剤）、クオタニウム-33（ヘアコンディショニング剤）　※2 アルガニアスピノサ核油（エモリエント成分）  ※3 ワサビノキ種子油（エモリエント成分）  ※4 シア脂油（エモリエント成分）　※5 アフリカマンゴノキ核脂（エモリエント成分）
※6 ヒアルロン酸Na（保湿成分）  ※7 スクワラン（エモリエント成分）　※8 アセチルヒアルロン酸Na（保湿成分）  ※9 加水分解ヒアルロン酸アルキル（C12-13）グリセリル（保湿成分）

・アルガンオイル※2  ・モリンガオイル※3
・シア脂油※4  ・アフリカマンゴーバター※5
・ヒアルロン酸※6  ・スクワラン※7
・スーパーヒアルロン酸※8
・修復型ヒアルロン酸※9

その他の配合成分主な配合成分

・毛髪結合脂質ナノカプセル※1
・イソステアロイル加水分解ケラチン

・アシタバ葉/茎エキス  ・オウゴン根エキス
・混合海藻エキス  ・センブリエキス
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フィネティア アイカラーMTB（レフィル）
アイカラー

各色レフィル対応を採用。お好みでセレクトして詰め替えが可能です。超微粒子パウダーに
よるフィット感抜群のアイカラー。ムラなく美しく仕上がります。汗や水に強いウォーター
プルーフタイプ。
【商品番号970】ポイントメイク用 詰替容器をご利用ください。

●税込み本体価格 1,571円各

発色や色もちのよいウォータープルーフタイプ
アイブロウ。細芯なので繊細で立体感のある
仕上がりが実現し、柔らかい女性らしさを表現
できます。（芯を出す目安は１～２mmが最適
です。）スクリュータイプのブラシは毛流れを整え、
ラインのぼかし等に便利です。
【商品番号828】フィネティア メイクアップ
ホルダーに差し込んでお使いください。

●税込み本体価格 2,357円

フィネティア
アイブロウＭＴＢ（レフィル）

眉用ペンシル

825
商品番号 ＬＢ01

ライトブラウン

826
商品番号 ＤＢ02

ダークブラウン

827
商品番号 ＢＧ03

ブラウングレイ

各

19 バイオレット902
商品番号

16 ヌードブラウン913
商品番号

●セット内容：3本入

フィネティア
アイカラーMTB チップセット

●税込み本体価格 506円

997
商品番号

フィネティア ポイントメイク専用コンパクト
ケース。お好きな色のレフィルを自由に組み
合わせてお使いいただけます。

アイカラーチップ

フィネティア
ポイントメイク用詰替容器

●税込み本体価格 1,886円

970
商品番号

詰替容器

フィネティア アイブロウＭＴＢ用メイクアップ
ホルダー。お好きな色のレフィルをセットして
ご使用いただけます。

フィネティア
メイクアップホルダー

●税込み本体価格 1,571円

828
商品番号

レフィルホルダー

※アイカラーチップは別売りです。【使用方法】
【使用方法】メイクアップホルダーのキャップを

はずし、レフィルを差し込んでご使用
ください。交換の際は、レフィル・
ブラシをホルダーからはずし、新しい
ものを差し込んでご使用ください。

※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。
※「アイブロウブラシ」「メイクアップホルダー」「ポイントメイク用 詰替容器」「チップセット」は現金返済保証制度対象外となります。その他の「フィネティアシリーズ」は未使用・未開封に限り現金返済保証制度対象となります。

22 ディープブラウン905
商品番号

25 パールブルー914
商品番号

26 パールグリーン915
商品番号

フィネティア アイカラーMTB・パウダー
アイブロウMTB（レフィル）を4色、または
チークカラーMTB・フェイスカラー
MTB(レフィル）を2色、
セットできます。

11 ピンクパール906
商品番号

23 ワインレッド911
商品番号

24 クリスタル
    オレンジ917

商品番号

15 アクアブルー912
商品番号

13 シャンパン
    ゴールド908

商品番号

18 ライラック901
商品番号

14 オリーブ909
商品番号

●フィネティア アイブロウMTB・アイカラーMTBの
　主な配合成分

美容成分 オウゴン根エキス（アイカラー）

エモリエント成分 スクワラン・ホホバ種子油
（アイブロウ・アイカラー）

商品はレフィルタイプ
です。【商品番号970】
ポイントメイク用 詰替
容器をご使用ください。

【商品番号970】
ポイントメイク用
詰替容器

21 クリスタル
    ピンク904

商品番号
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 フィネティア

ポイントメイク

フィネティア

紫外線を
ブロック

保湿成分配合で
トリートメント効果

メイクの美しさが
長もち



アイライナー、アイカラー、チーク、リップなど自分らしさを際立たせるラインアップ。
見た目をキレイにするだけではなく、美容成分が素顔まで美しく導きます。

目もとや頬、そして唇を自分らしく魅惑的に。
肌そのものの美しさを呼び覚ますポイントメイク。

829
商品番号

BK ブラック

830
商品番号

ＤＢ ダークブラウン

各

995
商品番号

フィネティア
カールロングマスカラMTB

マスカラ

●税込み本体価格 4,400円

まつ毛の長さを出しながら、美しく繊細なセパ
レートが楽しめます。天然成分がまつ毛にやさしく、
オリジナル処方で長さとカールをキープします。
ダマになりにくく、長時間経っても目の下が黒く
なりにくいウォータープルーフタイプです。

フィネティア
リキッドアイライナーMTB

アイライナー

●税込み本体価格  3 ,143円

保湿性に優れ、まつ毛や皮ふを保護する加水分
解ケラチン、ツヤとハリのあるしっかりしたまつ毛を
育むパンテノール、デリケートな目もとの肌あれを
防ぐモモ葉エキスが配合され、目もとにやさしい
ウォータープルーフタイプのリキッドアイライナー
です。サッと乾き、にじみにくいので極細ラインから
幅広ラインまで、仕上がりが自由自在に楽しめます。
※ご使用後はティシューなどで筆先の汚れや油分をきれいに拭き取ってください。

994
商品番号

フィネティア
ボリュームマスカラMTB

マスカラ

●税込み本体価格 3,929円

グラマラスなボリューム感とダマになりにくさを
両立させる濃密ブラシを採用。まつ毛1本1本が
セパレートしてきれいに広がり、目の印象を高め
ます。

超微粒子パウダーでフィット感抜群。ムラなく
しっとりと肌になじみます。汗や水に強いウォーター
プルーフタイプ。いずれも使いやすい色で、レフィル
タイプです。【商品番号970】ポイントメイク用 
詰替容器をご利用ください。

●税込み本体価格 2,829円各 ●税込み本体価格 2,829円各

くすみが気になるところに透明感をプラスしたり、
ハイライトとして顔に立体感を演出できます。超微粒子
パウダーでフィット感抜群。汗や水に強いウォーター
プルーフタイプ。お好みの色をセレクトして詰め替え
可能なレフィルタイプ。【商品番号970】ポイント
メイク用 詰替容器をご利用ください。

●セット内容：2本入

コシがある馬毛を使用。肌にムラなくフィットし、
チークを美しく肌にのせることができ、自然に
仕上げます。

●税込み本体価格 943円

870
商品番号

02 オレンジ

869
商品番号

01 ピンク

フィネティア
チークカラーMTB（レフィル）

チークカラー

866
商品番号

02 ラベンダー

865
商品番号 01 オフ

    ホワイト

フィネティア
フェイスカラーMTB（レフィル）

フェイスカラー

フィネティア チークカラーMTB・
フェイスカラーMTBブラシセット

959
商品番号

ポイントメイク用
ブラシ

※ご使用後はティシューなどでブラシ部分の汚れや油分をきれいに拭き
　取ってください。

※ご使用後はティシューなどでブラシ部分の汚れや油分をきれいに拭き
　取ってください。

※1 ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）　※2 アセチルヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）　※3 加水分解ヒアルロン酸アルキル（Ｃ１２‐１３）グリセリル（保湿成分）　※4 アルガニアスピノサ核油（エモリエント成分）　※5 ワサビノキ種子油（エモリエント成分）
※6 リンゴ種子油（エモリエント成分）　※7 パルミトイルトリペプチド‐１（保湿成分）　※8 ヒメマツバボタンエキス（保湿成分）　※9 イソステアロイル加水分解コラーゲン（保湿成分）　※10 アロエベラ葉エキス（保湿成分）  ※11 アフリカマンゴノキ核脂
（エモリエント成分）　※12 スクワラン（エモリエント成分）　※13 ユズ果実エキス（エモリエント成分）　※14 水溶性コラーゲン（保湿成分）

商品はレフィルタイプです。
【商品番号970】ポイントメイク用
詰替容器をご使用ください。

商品はレフィルタイプです。
【商品番号970】ポイントメイク用
詰替容器をご使用ください。

【商品番号970】
ポイントメイク用
詰替容器

【商品番号970】
ポイントメイク用
詰替容器
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※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。　※「チークカラーMTB・フェイスカラーMTBブラシセット」は現金返済保証制度対象外となります。その他の「フィネティアシリーズ」は未使用・未開封に限り現金返済保証制度対象となります。

●フィネティア ポイントメイクの主な配合成分

美容保湿成分

エモリエント成分 ホホバ種子油（マスカラ・チークカラー・フェイスカラー）　モモ葉エキス（リキッドアイライナー）　スクワラン※12（マスカラ・チークカラー・フェイスカラー・リップスティック） ユズセラミド※13（リップスティック）

弾力成分 マリンコラーゲン※14（リップスティック）

731
商品番号 PB01

ピンクベージュ729
商品番号 PC01

ピーチ

727
商品番号 CR01

コーラル

728
商品番号 RS03

ローズ 730
商品番号 PK08

ピンク

●本体サイズ：115mm（キャップ時）

896
商品番号

フィネティア
リップブラシMTB

リップブラシ 949
商品番号

フィネティア
エッセンスグロスMTB

リップグロス

●税込み本体価格 770円

手に心地よくフィットする、シャープなデザインの
高級リップブラシ。ポニーとセーブル（イタチ）の
混毛なので、なめらかなリップラインが描けます。

●税込み本体価格 3,300円

美容成分をたっぷり配合し、ルージュの前に
つければ唇をふっくらさせる「美容液効果」で
上質な唇に。ルージュの上からつければ唇に
ツヤを与える優れたグロス。唇の美しさを最大限に
引き出し、魅力的に演出します。

数種類のもぎたてフルーツ成分を混ぜ合わせた
エックスワンオリジナルのうるおい成分。みずみずしい
口もとに演出します。

◎フルーツミックス成分
   （エックスワンオリジナル成分）

みずみずしいふっくらとした唇に水分をとどめて
くれる成分。あれた唇の乾燥対策はもちろん、
自然なツヤも与えます。

◎はちみつ

ゴマ由来の保湿＆ひきしめ成分。唇をふっくら
させて、目立った縦ジワをしっかりケアします。

◎セサフラッシュ

フィネティア エッセンスグロスMTB
成分の特長

※ご使用後は筆先をティシューなどできれいに拭き取ってください。

※写真はPK08ピンクです。

鮮やかな発色にこだわり、唇から肌印象まで美しく華やかに魅せる口紅。
しっとりとしたみずみずしい唇を叶える3つのヒアルロン酸、ふっくらつややかな
唇を叶える３つの植物性オイル、ぷるんとリッチな唇に導く美容成分を配合。
どんな方にも使いやすい５色を厳選しました。

フィネティア 
リップスティックＭＴＢ

リップスティック

●税込み本体価格 3,927円各

1gで約6ℓもの水分をキープ。肌を
しっとり保ちます。

◎ヒアルロン酸※1

保水力もありながら、バリア機能の乱れにアプローチしてみずみずしさを保ちます。
◎修復型ヒアルロン酸※3

ヒアルロン酸の約2倍の保水力を誇る
保湿成分です。

◎スーパーヒアルロン酸※2

フィネティア リップスティックMTB
成分の特長

《しっとりみずみずしい唇を叶える３つのヒアルロン酸》《しっとりみずみずしい唇を叶える３つのヒアルロン酸》

唇の保湿性を上げ、よりふっくら柔らかく
なめらかにします。

◎マキシリップ※7
唇を柔らかくみずみずしくし、若 し々く
よりふっくらな唇に導きます。

◎ボリュリップ※8
《ぷるんとリッチな唇に導く美容成分》《ぷるんとリッチな唇に導く美容成分》

強い生命力を持つモロッコの木・アルガンツリーの果実の種子から抽出した
貴重なオイル。美容成分がたっぷり含まれ、唇をしっとり美しく保ちます。

◎アルガンオイル※4

アフリカ原産のモリンガは高い栄養価
から奇跡の木と呼ばれ、唇をしっとり
なめらかに保ちます。

◎モリンガオイル※5

リンゴの種から抽出した貴重なオイルが
ハリ・うるおいを保ちます。

◎リンゴ種子オイル※6

《ふっくらつややかな魅惑の唇を叶える３つの植物性オイル》《ふっくらつややかな魅惑の唇を叶える３つの植物性オイル》

オウゴン根エキス（チークカラー・フェイスカラー）　加水分解ケラチン・パンテノール（マスカラ・リキッドアイライナー）　フルーツミックス成分・セサフラッシュ（チークカラー・フェイスカラー）
ヒアルロン酸※1 ・スーパーヒアルロン酸※2 ・修復型ヒアルロン酸※3 ・アルガンオイル※4 ・モリンガオイル※5 ・リンゴ種子オイル※6 ・マキシリップ※7 ・ボリュリップ※8
油溶性マイクロコラーゲン※9 ・アロエエキス※10 ・アフリカマンゴーバター※11（リップスティック）　フルーツミックス成分 ・はちみつ ・セサフラッシュ（エッセンスグロス）
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Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 フィネティア

ポイントメイク

フィネティア

紫外線を
ブロック

保湿成分配合で
トリートメント効果

メイクの美しさが
長もち



お好みに合わせて
ご使用ください

若々しい印象は清潔で
健康な頭皮から。

乾燥が気になる時は
いつでもケア

輝きのあるすこやかな髪へ エックスワンのトータルヘアケア

洗髪ヘアカラー

キューツーアップ
マイルド
シャンプー

ラ デュワリー
スムース
シャンプー

ラ デュワリー
スムース
トリートメント

ラ デュワリー
モイスト
シャンプー

ラ デュワリー
モイスト
トリートメント

キューアップEX
トリートメント
シャンプー

キューアップEX
トリートメント
ヘアパック

キューアップEX
ヘアスタイリングフォーム

キューアップEX ヘアミスト

アウトバスヘアケア スタイリング

キューアップEX
モイストヘアエッセンス

エックスリュークス
モイスチャーヘアウォーター

トリートメント

キューツーアップ
マイルド
コンディショナー

育毛ケア 頭皮ケア

エックスワン
スカルプ
エッセンスB

キューアップＥＸ
たまかづら

または
または

または

または

または

または
ラ 
スム
シャ

ラ 
スム
トリ

ラ 
モイ
シャ

ま
ラ 
モイ
トリ

ま

エックスワン
エクシーノ
ヘアカラー

エックスリュークス
エグゼティシャン
スカルプブラシ

エックスリュークス
エグゼティシャン
スカルプブラシ

エックスリュークス
エグゼティシャン
スカルプブラシ

エックスリュークス
エグゼティシャン
スカルプブラシ

Haircare

          は、いつまでも美しく、若 し々くありたいという、

すべての女性の願いを叶えるために、

毎日のケアをサポートするエイジングケア※1ブランドです。

今や髪や頭皮の悩みは男性だけではなく、

多くの女性の悩みでもあります。

いつものヘアケアにプラスすることで、

理想的な若 し々い髪と頭皮へ導きます。

エックスリュークス

エックスリュークス
ヘアシャンプー
リキッド

お好みに合わせて
ご使用ください

エックスリュークス
モイスチャーヘアウォーター

混ぜて
使える

Personal Care パーソナルケア
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スカルプブラシ

●税込み本体価格 11,000円

●内容量：530g

315
商品番号

エグゼティシャン
スカルプブラシ

エックスリュークス

スカルプシャンプー

●税込み本体価格 4,240円

●内容量：30ｍL

560
商品番号

ヘアシャンプー
リキッド

エックスリュークス

アムラなどインドハーブミックス※2による豊かな吸着泡で、通常では
落ちにくい頭皮の皮脂や汚れをしっかり落とすスカルプクレンジング
シャンプーです。トータルエイジングケア※1を叶えるヒト幹細胞培養液※3を
はじめ、頭皮にはたらきかけるリデンシル※4を配合し、頭皮自らの力を
サポートします。また、スカルプケアをサポートするダブルコラーゲン※5や
ハーブを配合し、柔らかい頭皮と、若 し々く女性らしい豊かな髪を育みます。
スカルプクレンジング用にプレシャンプーとして、またはエックスワン各
シャンプーと混ぜてご使用いただけます。

ハリ・コシのある輝きあふれた髪でいつまでも若々しく。頭皮を清潔に
保ち、めぐりを良好にすることで、あの頃のハリが生まれ、髪は豊かな艶と
流れるような美しさを取り戻します。シャンプーの際のスカルプケアとして、
また、毎日のスタイリングにもお使いください。

使い方

髪と手肌を十分に濡らしたあと、適量手にとり、水かぬるま湯でよく泡立てて洗い、
そのあと十分にすすぎます。シャンプーのみで洗うよりもさっぱりと仕上げるためには、
手のひらでエックスワンの各シャンプーと混ぜて泡立ててから使用してください。
※エックスワンの各ヘアシャンプー１プッシュ（約５００円玉大＝約３ｇ）に対して１プッシュ
　（約１ｇ）の割合で使用してください。
※泡立てネットをご使用いただくと、泡立ちがさらに大きくなります。

アウトバス
ヘアトリートメント

●税込み本体価格 3,080円

●内容量：200ｍL

501
商品番号

モイスチャー
ヘアウォーター〈弱酸性〉

エックスリュークス

年齢やダメージによる髪のトラブルをトータルでケアする髪の化粧水
（洗い流さないヘアトリートメント）。複雑な髪のダメージを毛髪内部と
表面から集中ケアし、髪の主成分であるたんぱく質を構成するアミノ酸を
補給します。日常生活で避けられないダメージの原因から髪を
プロテクトし、さらにヒト幹細胞培養液※3と各種植物エキス配合で
すこやかな頭皮環境をサポートします。トータルで髪をケアすることで、
なめらかな指どおりが1日中感じられるうるおいのある髪に導きます。
毎日のアウトバストリートメントヘアケアとして美しい髪をサポートする
だけでなく、ブローローションとして、または寝ぐせ直しとしてもご使用
いただけます。

シャンプーを髪全体にいきわたらせたら、ブラシの上部を持ち、全方向から頭頂部に向けて
頭皮にしっかり当てながらブラシでシャンプーします。普段のスタイリングにもお使い
ください。

使い方

使い方
タオルドライ後の髪全体に十分にスプレーし、手で揉み込むようになじませます。毛先など
ダメージが気になる部分には重ねてご使用ください。その後、ドライヤーなどで乾かします。
朝晩の頭皮ケアや、ブローローション、寝ぐせ直しとしてドライヘアにもご使用いただけます。

●エックスリュークス ヘアシャンプーリキッドの主な配合成分

目的

主な
配合成分

・洗浄　・頭皮クレンジング　・頭皮ケア

香り ・ハーバルミントの香り

【ヒト幹細胞培養液】※3
【リデンシル】※4
【インドバーブミックス】※2 ：
  アムラ、ソープナッツ（リタ）、ソープポッド（シシカイ）
【赤のハーブ】 ： アセロラ果実エキス（コンディショニング成分）
【ザクロ花エキス&ザクロ果実エキス】（保湿成分）
【クランベリー種子油】（エモリエント成分、油剤）
【ダブルコラーゲン】※5 ： バリアコラーゲン、浸透性コラーゲン

●エックスリュークス モイスチャーヘアウォーターの主な配合成分

目的

主な
配合成分

・洗い流さないヘアトリートメント

形状 ・液体

【ヘアダメージ補修】 ：
  ヒアロベール※6、リピジュア※7、トレハロース※8、
  ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）
【アミノ酸・たんぱく質補給】 ：
 アミノ酸プレミックス※9、吸着型ケラチン※10
【ヘアプロテクト】 ：
  ヒートアクティブタンパク※11
  （ドライヤーの熱から髪を保護しツヤを与える）、
  メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（紫外線ダメージをケア）
【頭皮環境サポート】 ：
  ヒト幹細胞培養液※3、グリチルリチン酸２K、ボタンエキス、
  紅茶エキス、アルニカエキス、セージエキス

2021年5月
発売予定

※1 年齢に応じたケア　※2 アンマロク果実エキス（保湿成分）、サピンヅストリホリアツス果実エキス（保湿成分）、アカシアコンシナ果実エキス（保湿成分・洗浄剤）　※3 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿成分）　※4 セイヨウ
アカマツ球果エキス、チャ葉エキス（保湿成分）　※5 水溶性コラーゲン（保湿成分）、加水分解コラーゲン（保湿成分）　※6 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（ヘアコンディショニング成分）　※7 ポリクオタニウムー61
（保湿成分）　※8 グリコシルトレハロース（保湿成分）　※9 PCA、PCA-Na、アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン（保湿成分）　※10 ヒドロ
キシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（ヘアコンディショニング成分）　※11 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ダイズタンパク（ヘアコンディショニング成分）

※ 画像はイメージです。

Personal  Care［パーソナルケア］

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。

ヘアケア

エックスリュークス
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※1 PIDHとは 　Premix Ingredient fot Diamond Hair（ダイヤモンドヘアのためのプレミックス成分）の略。メデュラ、コルテックス、キューティクルの3層にアプローチする
　　　　　　　 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、ポリクオタニウム‐64をミックスしたエックスワンオリジナル成分。43

ダイヤモンドのような輝きのある艶髪へ
“                  （ラ デュワリー）”とは

「ラグジュアリー（贅沢）」＋「デュー（ツヤ・露）」からなる造語で、

“栄光に満ちた光り輝く人生に導く”という

意味を込めたブランドです。

そして、ラ デュワリー シャンプー＆トリートメントは

“輝く大人の最高のセレクト、

 極上の艶髪を叶える”ために誕生しました。

このブランドのために開発された

エックスワンオリジナルのPIDH成分※1を

すべてのアイテムに配合。

髪の表面から芯まで複合的にはたらきかけて、

傷んで輝きを失った髪をすこやかに修復し、

ダイヤモンドの輝きを与えます。

さらに、プロが認めた美髪成分をたっぷり詰め込んで

艶髪を叶えるレシピを完成させました。

髪の3層構造すべてにはたらきかけて
ダイヤモンドの輝きへ導くP I DH成分 ※1

（共通配合成分）

髪の構造について

メデュラ

コルテックス

キューティクル

メデュラケア
（髪の中心部から美しく）

天然の脂肪酸とアミノ酸からできた
〈ジラウロイルグルタミン酸リシンNa〉が、
毛髪の主成分であるケラチンタンパク
質によくなじみ、メデュラまで速やかに
浸透。傷んだ部分を芯からリペアして
輝きに満ちた髪をつくりあげます。

PIDH成分※1をサポートする成分

コルテックスケア
（髪の中心層へアプローチ）

毛髪の細胞膜複合体によく似た
〈ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトス
テリル/オクチルドデシル）〉が、
コルテックス部分をリペア。髪の
密度を高め、コシのあるしなやかな
髪を育みます。

キューティクルケア
（髪の最外層をケア）

細胞膜を構成するリン脂質を
活用した〈ポリクオタニウム‐64〉が、
傷んだ髪の表面をリペアしながら
うるおいを与え、乾燥やダメージ
から髪をまもり、艶のあるすこ
やかな髪を保ちます。

髪の弾力性や保湿の
役割があるといわれている。

水分とメラニンから成り
立つ部分で、ダメージを
受けやすい部分でもある。

毛髪の内部を無色透明で
光沢のある硬い膜で覆い
保護している。 加水分解ハチミツタンパク、ヒマワリ種子エキスといった植物由来成分や、10種類以上のアミノ酸を贅沢に配合。

ダイヤモンドのような輝きのある艶髪へと導くPIDH成分※1をサポートします。

Personal Care パーソナルケア



★トリートメントのみ配合 44

頭皮をケアして、ボリュームのあるダイヤモンドのような艶髪へ

トリートメント

●税込み本体価格 4,400円

●内容量：530g

541
商品番号

スムーストリートメント〈弱酸性〉
LA DEWALY（ラ デュワリー）

シャンプー

●税込み本体価格 4,400円

●内容量：530ｍL

540
商品番号

スムースシャンプー〈弱酸性〉
LA DEWALY（ラ デュワリー）

エックスワンオリジナル「PIDH成分※1」を配合。髪の3層構造（メデュラ・
コルテックス・キューティクル）それぞれにアプローチします。やさしく髪を洗い
上げるアミノ酸系洗浄成分をはじめ、頭皮（スカルプ）ケアを考えた処方で、
フケ・かゆみ・ニオイを抑え、抜け毛を予防します。サラサラ、ふんわり
ボリュームがほしい方へ、ダイヤモンドのような輝きのある艶髪を叶えます。

エックスワンオリジナル「PIDH成分※1」を配合。髪の3層構造（メデュラ・
コルテックス・キューティクル）それぞれにアプローチします。頭皮（スカルプ）
ケアを考えた処方で、フケ・かゆみ・ニオイを抑え、血行を促進、抜け毛を
予防します。サラサラ、ふんわりボリュームがほしい方へ、ダイヤモンドのような
輝きのある艶髪を叶えます。

使い方 髪を十分にぬらした後、適量を泡立てて洗います。その後十分にすすぎます。 使い方 シャンプーの後、適量をよくなじませます。その後十分にすすぎます。少し時間をおいて
からすすぐと、より効果的です。

トリートメント

●税込み本体価格 4,400円

●内容量：530g

545
商品番号

モイストトリートメント〈弱酸性〉
LA DEWALY（ラ デュワリー）

シャンプー

●税込み本体価格 4,400円

●内容量：530ｍL

544
商品番号

モイストシャンプー〈弱酸性〉
LA DEWALY（ラ デュワリー）

エックスワンオリジナル「PIDH成分※1」を配合。髪の3層構造（メデュラ・
コルテックス・キューティクル）それぞれにアプローチします。やさしく髪を洗い
上げるアミノ酸系洗浄成分をはじめ、特にダメージを受けた髪をケアする
処方で、枝毛・切れ毛、静電気を抑えます。しっとり、まとまりがほしい方へ、
ダイヤモンドのような輝きのある艶髪を叶えます。

エックスワンオリジナル「PIDH成分※1」を配合。髪の3層構造（メデュラ・
コルテックス・キューティクル）それぞれにアプローチします。特にダメージを
受けた髪をケアする処方で、枝毛・切れ毛、静電気を抑えます。うるおい
ベールによるまとまりがほしい方へ、ダイヤモンドのような輝きのある艶髪を
叶えます。

使い方 髪を十分にぬらした後、適量を泡立てて洗います。その後十分にすすぎます。 使い方 シャンプーの後、適量をよくなじませます。その後十分にすすぎます。少し時間をおいて
からすすぐと、より効果的です。

さらさら・ふんわりボリューム・ダイヤモンドの輝き

しっとり・まとまる・ダイヤモンドの輝き

ラ デュワリー スムースタイプとモイストタイプの比較
香調 こんな方に

スムース
タイプ

モイスト
タイプ

さらさら アミノ酸系 弱酸性

使用感 洗浄成分 pH 主な配合成分
①PIDH成分（ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、ポリクオタニウム‐６４）
②ピロクトンオラミン（頭皮ケア）　③ビワ葉エキス（頭皮ケア）
④センブリエキス（頭皮ケア）★ ⑤ショウガ根エキス（頭皮ケア）★

①PIDH成分（ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、ポリクオタニウム‐６４）
②ブルケネチアボルビリス種子油（ダメージケア）　③リモニウムゲルベリエキス（保湿）
④ヒドロキシエチルウレア（保湿）★

しっとり アミノ酸系 弱酸性

フルーティー
フローラル調

フルーティー
フローラル調

□髪に艶がなくベタつく。
□ボリュームが出にくい。
□頭皮ケアしたい。

□髪に艶がなくパサつく。
□まとまりにくい。
□パーマやヘアカラーで傷みがち。

ラ デュワリー ギフトセット【商品番号 725・726】も
ご用意しております。

ギフトにもご利用いただけます

＞＞＞ 詳しくはP82をご覧ください。

ダメージをケアして、まとまりのあるダイヤモンドのような艶髪へ
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 ラ デュワリー
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混ぜて使って
頭皮クレンジング！グ！
詳しくはP.42

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！

混ぜて使って
頭皮クレンジング！グ！
詳しくはP.42

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！



どんなにヘアスタイルにこだわっていても、髪が傷んでいたら美しさは半減してしまいます。
髪はとてもデリケートなもの。髪にも地肌にもやさしいアミノ酸系洗浄成分をベースにした
エックスワンのヘアケア商品が、あなたの髪の健康をまもります。

すこやかで美しい髪のために。

581
商品番号

シャンプー

天然由来のアミノ酸系洗浄成分※1が、デリ
ケートな頭皮や、ダメージを受けた髪をやさしく
洗い上げ、アミノ酸系保湿成分※2が髪の
内側からダメージをケアします。さらに厳選した
天然植物性保湿成分が洗髪後の乾燥を抑え
ながら頭皮をすこやかに保ち、健康的な髪へ
導きます。

●税込み本体価格 3,459円

●内容量：430mL

キューアップEX
トリートメントシャンプー（詰替用）

582
商品番号

ヘアパック

天然植物性エモリエント成分や天然植物性
保湿成分を贅沢に配合。さらに毛髪保護
成分※3がダメージを受けた髪をまもり、うるおいを
与えて、仕上がりは驚くほど、しっとりしなやかに。
ダメージでまとまりにくくなった髪に栄養を与え
ながら、髪本来の美しさを取り戻します。

●税込み本体価格 4,400円

●内容量：430g

キューアップEX
トリートメントヘアパック（詰替用）

キューアップＥＸとキューツーアップの比較

香調

こんな方に

キューアップＥＸ キューツーアップ

しっとりしなやか

ダメージを受けた髪に
栄養を与えながら、
驚くほどしっとりしなやかに。

天然植物成分の相乗効果で
やわらかな髪も太めの髪も、
ふんわりサラサラに。

天然由来アミノ酸系
洗浄成分※1

使用感

洗い上がり

洗浄成分

ふんわりサラサラ

・天然由来アミノ酸系
 洗浄成分※4

・他系洗浄成分
 （植物由来）※5

フローラルブーケ調 グリーンフローラル調

□髪が広がってまとまりにくい。
□ツヤがなく、ぱさつきやすい。
□地肌が乾燥しやすい。
□パーマ・ヘアカラーなどの
　ダメージが気になる。

□ボリュームが出にくい。
□ペタッとなりやすく、
　スタイルが長もちしない。
□皮脂分泌が多く、
　地肌のベタつきが気になる。
□髪につくニオイが気になる。

髪と地肌にやさしい
「アミノ酸系洗浄成分」配合。

肌や髪の毛はそのほとんどがたんぱく質でできています。このたんぱく質を
構成するのがアミノ酸で、たんぱく質として組織をつくるだけでなく、欠かせない
栄養分としてさまざまな形で皮ふや髪に存在しています。アミノ酸の特性を
活用した洗浄成分は刺激が少なく、髪の毛や地肌のうるおいをしっかりと
まもりながら汚れを落とすことができます。

エックスワンのシャンプーはアミノ酸系洗浄成分をベースに、
髪や地肌のうるおいをまもるアミノ酸系保湿成分や植物
エキスを配合。髪本来のツヤやしなやかさをまもり、健康で
美しい髪を育てます。

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！

※1 ココイルグルタミン酸Ｎａ、ココイルグルタミン酸ＴＥＡ（洗浄剤）　※2 ベタイン（保湿成分）　※3 ジグリセリン（保湿成分）　※4 ココイルグルタミン酸ＴＥＡ（洗浄剤）　※5 コカミドプロピルベタイン（洗浄剤）　※6 ポリクオタニウム-１０（保湿成分）
※7 ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク（ヘアコンディショニング成分）　※8 水酸化レシチン（エモリエント成分）

583
商品番号

シャンプー

アミノ酸系洗浄成分 ※4と他系洗浄成分
（植物由来）※5の相乗効果で、さっぱりと洗い
上げるライトな使用感。髪と頭皮の元気を
まもるセンブリエキスと潤いを保つアロエベラ葉
エキス、嫌なニオイを付きにくくする茶エキスの
天然植物性成分もしっかり配合。髪の傷んだ
ところに直接吸着しケアするイオン化コンディ
ショナー※6をシャンプーにも配合。ふわっと軽く
サラサラに仕上がります。

●税込み本体価格 2,673円

●内容量：430mL

キューツーアップ
マイルドシャンプー（詰替用）

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！

混ぜて使って
頭皮クレンジング！
詳しくはP.42

混ぜて使って
頭皮クレンジング！
詳しくはP.42
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※「キューアップEX、キューツーアップシリーズ詰替専用容器」は現金返済保証制度対象外となります。

715円

詰替専用容器

●税込み本体価格

585
商品番号

●税込み本体価格 715円

●使用時サイズ：約幅83×高さ210ｍｍ

●使用時サイズ：約幅83×高さ210ｍｍ

キューアップEX専用の詰替容器。パウチから
詰め替えてお使いください。

キューアップEX
トリートメントシャンプー
専用詰替容器（500mL）

詰替専用容器586
商品番号

キューアップEX
トリートメントヘアパック
専用詰替容器（500mL）

●キューアップEX トリートメントシャンプーの主な配合成分

715円

詰替専用容器

●税込み本体価格

587
商品番号

●税込み本体価格 715円

●使用時サイズ：約幅83×高さ210ｍｍ

●使用時サイズ：約幅83×高さ210ｍｍ

キューツーアップ専用の詰替容器。パウチから
詰め替えてお使いください。

584
商品番号

コンディショナー

ヒトの毛髪に近いアミノ酸で形成されている
羊毛由来、シルク由来のイオン化コンディ
ショナー成分※7をW配合。ドライヤーの熱や
ブラッシング、カラーやパーマ、紫外線などの
日常的なダメージを受けた髪を補修、保護します。
さらに天然植物性保湿成分がコンディショ
ニング効果を高め、ツヤとうるおいのある、
シルクのように軽くさらさらの髪に仕上げます。

●税込み本体価格 3,140円

●内容量：430g

キューツーアップ
マイルドコンディショナー（詰替用）

キューツーアップ
マイルドシャンプー
専用詰替容器（500mL）

詰替専用容器588
商品番号

キューツーアップ
マイルドコンディショナー
専用詰替容器（500mL）

詳しくはP.42

一緒に使うとさらに
効果的！

きしまないノンシリコン

・ココイルグルタミン酸Na　・ココイルグルタミン酸TEA（洗浄剤） ・ベタイン ・アロエベラ液汁　・ローズマリーエキス　・クララエキス　・カミツレエキス　・ヒノキチオール

天然由来アミノ酸系洗浄成分 天然由来アミノ酸系保湿成分 天然植物性保湿成分

●キューアップEX トリートメントヘアパックの主な配合成分

・PCA-Na ・シアバター　・オリーブ油　・ホホバ油　・大豆レシチン※8　・スクワラン ・アロエベラ液汁　・ローズマリーエキス　・クララエキス　・ヒノキチオール ・ジグリセリン（保湿）

天然由来アミノ酸系保湿成分 天然植物性エモリエント成分 天然植物性保湿成分 毛髪保護成分

●キューツーアップ マイルドシャンプーの主な配合成分

・ココイルグルタミン酸TEA
 （洗浄剤）

・コカミドプロピルベタイン
 （洗浄剤）

・ベタイン ・ポリクオタニウム－１０
 （保湿成分）

天然由来アミノ酸系洗浄成分 他系洗浄成分（植物由来） 天然由来アミノ酸系保湿成分

・アロエベラ葉エキス
・センブリエキス　・茶エキス

天然植物性成分（保湿） イオン化コンディショナー

・パンテノール

ヘアコンディショニング成分

●キューツーアップ マイルドコンディショナーの主な配合成分

・ベタイン ・ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（ヘアコンディショニング成分）
・ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク（ヘアコンディショニング成分）

・パンテノール ・アロエベラ葉エキス　・センブリエキス
・茶エキス　・カロットエキス

天然由来アミノ酸系保湿成分 イオン化コンディショナー ヘアコンディショニング成分 天然植物性成分（保湿）
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キューツーアップ

ヘアケア



頭皮ケアや頭皮を整えることに加え、育毛、スタイリングまで、髪と頭皮をトータルにケア。
生薬由来成分や植物エキスで、輝く健康的な髪を取り戻しませんか。

毎日のヘアケアに育毛を取り入れ、
つややかに輝くボリュームのある髪へ。

509
商品番号

薬用 育毛剤

薄毛の原因のひとつ、「毛周期の乱れ」を、
有効成分・生薬由来成分の効果により改善し、
育毛・発毛を促進します。低アルコールタイプで
頭皮にやさしく低刺激なので、安心してお使い
いただけます。ボトルも女性が片手で持ち
やすく配慮しています。無香料。

●税込み本体価格 8,800円

●内容量：120mL

たまかづら〈弱酸性〉

●エックスワン スカルプエッセンスBの主な配合成分
主な配合成分（保湿）目的 タイプ 香調 美容に関して

エックスワン
スカルプエッセンスB

・頭皮を清潔に保つ
・毛髪をすこやかにし、しなやかに保つ
・フケ、かゆみを抑える　・裂毛、切毛、枝毛を防ぐ

使い方
洗髪後、水気をよくきり頭皮に数プッシュして（目安：
10～20プッシュ）指の腹でマッサージするように
なじませ、他の場所も同じように繰り返し、頭皮全体に
しっかりといきわたるまでお使いください。

515
商品番号

ヘアローション

各種植物のエキスを配合した、エコロジー
感覚のヘアローション。センブリ、アルニカ、
マロニエのエキスが頭皮をすこやかに保ち、
ニンジンエキスが栄養を与え、カンゾウ根エキスは
肌を落ち着かせ、頭皮を清潔に保ちます。さらに
容器は、環境と自然保護を考えた自然分解性
樹脂を採用。エコロジー商品にぴったりの
品質と容器です。

●税込み本体価格 2,750円

●内容量：200mL

エックスワン
スカルプエッセンスB〈弱酸性〉

使い方 洗髪後、または朝晩のお手入れの前に、頭皮に
適量をつけてよくなじませ、マッサージしてください。

医薬部外品 キューアップＥＸ

●キューアップＥＸ たまかづらの主な配合成分

効能・効果 主な成分タイプ

●エックスワン エクシーノヘアカラーの主な配合成分

目的 主な成分タイプ

・タマサキツヅラフジアルカロイド（血流及び新陳代謝促進作用による育毛効果）
・センブリエキス（血流促進作用による育毛効果）
・パントテニルエチルエーテル（毛母細胞に活力を与え毛髪の成長を促す）
・グリチルリチン酸ジカリウム（肌あれを防ぎ頭皮環境を正常化）

キューアップＥＸ
たまかづら

・育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、
 発毛促進、ふけ、病後/産後の脱毛、養毛

・頭皮清潔 ・透明液状 ・さわやかな
 ハーブ調

・弱酸性
・透明液体
・低アルコールタイプ

有
効
成
分

・センブリエキス
・ニンジンエキス
・マロニエエキス

・小麦胚芽油
・パントテン酸
・アルニカエキス

●税込み本体価格

短時間でしっかり染めながら、地肌をいたわりツヤの
ある髪を実現するヘアカラー。自然に染まり
ながら色が落ちにくく、髪にやさしい処方です。
エックスワンオリジナル成分「ハーブ＆フルーツ
スカルププロテクトエッセンス」が頭皮環境を整え、
ハスの花から抽出した成分が紫外線から髪を
まもり、髪の主成分であるケラチンを毛髪内部まで
浸透させることによって髪にハリ・コシを与えます。

506
商品番号

●内容量：各160g

ブラック

507
商品番号 ダーク

ブラウン

エックスワン
エクシーノヘアカラー

ヘアカラートリートメント

使い方

シャンプー前の乾いた髪に使用します。白髪部分を
中心に髪全体になじませ（ショートヘア:ピンポン玉大
約1個分、ロングヘア:ピンポン玉大約3個分）、
約5分置いた後、色が出なくなるまで十分にすすぎます。
その後シャンプー、トリートメント等を使用します。

3,850円各

・染毛 ・クリーム状
・ハーブ＆フルーツ スカルププロテクトエッセンス（カンゾウ（抗炎症））（センブリ、オタネニンジン（血行促進））
 （ゆず、オレンジ、レモン、ライム、りんご、サンザシ、グレープフルーツ、棗（保湿成分））
・ハス花エキス（保護成分）　・シクロヘキサン‐１，４‐ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール （浸透促進成分）

・ダイズ種子エキス
・カンゾウ根エキス
・天然ビタミンE

エックスワン
エクシーノヘアカラー

47

Personal Care パーソナルケア



●キューアップＥＸ モイストヘアエッセンス、ヘアスタイリングフォーム、ヘアミストの主な配合成分

目的 主な成分タイプ

・加水分解シルク（髪にツヤを与える）
・加水分解ケラチン（ダメージヘアの補修）
・加水分解コラーゲン（髪にうるおいを与える）
・アミノ酸系保湿剤（保湿）
・カミツレ花エキス（保湿）
・ヘチマエキス（保湿）

・加水分解野菜タンパク（キューティクル保護）
・加水分解ゴマタンパク（保湿・スタイリング力を高める）
・クララエキス （紫外線防止）
・ソウハクヒエキス （紫外線防止）
・ベニバナエキス （紫外線防止）
・チャエキス（紫外線防止）

・キトサンエキス（枝毛コート剤）
・ナットウガム（植物性コラーゲン）（保湿）
・カニナバラ果実エキス（保湿）
・ムラサキ根エキス（保湿・紫外線防止）
・メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（紫外線防止）

キューアップＥＸ
ヘアスタイリングフォーム

キューアップＥＸ ヘアミスト

・スタイリング
・保護
・トリートメント

・スタイリング
・保護
・トリートメント

・弱酸性
・フォーム状

・弱酸性
・白濁液体

※「ヘアミスト専用トリガー」は現金返済保証制度対象外となります。

508
商品番号

ヘアミスト

ポイントスタイリングが素早く決まる、ハードセット
用のヘアミスト。すぐれたセット力で乾きも早く、
簡単に思い通りのアクセントが付けられます。
加水分解野菜タンパクなど、天然のセッティング
成分を配合。シルク、コラーゲン、ケラチン、
アミノ酸系保湿剤などが、髪を乾燥や紫外線から
まもります。別売りの専用トリガーを取り付けて
ご使用ください。

●税込み本体価格 1,562円

●内容量：100mL

キューアップEX
ヘアミスト

ノズル

ヘアミスト専用トリガー

●税込み本体価格 325円

485
商品番号

〈弱酸性〉

※スプレーしにくい時は、ぬるま湯で洗った後、よく乾かしてからお使いください。

502
商品番号

スタイリングフォーム

べたつかずキメ細かな泡が素早くなじんでツヤと
ハリを与え、ダメージケアをしながら自在なスタイ
リングが楽しめます。シルク、コラーゲン、ケラ
チンの3大ヘアケア成分とアミノ酸系保湿剤が
内側からうるおいを高めて、しっとりとハリの
ある髪に。また、紫外線などの外的ダメージから
髪をまもるダイズ発酵エキス、シコンエキスが
高いトリートメント効果を発揮。スタイリング
効果と枝毛コート効果をもつキトサンエキスも
配合しています。

●税込み本体価格 2,002円

●内容量：155g

キューアップEX
ヘアスタイリングフォーム〈弱酸性〉

使い方 適量を髪全体になじませてご使用ください。髪の
長さや量に合わせて使用量を調整してください。

※毎回ご使用時に上下によく振ってから、頭部を真下に向けてお使いください。 

配
合
成
分

510
商品番号

洗い流さない
ヘアトリートメント

髪につけるだけでダメージケアができる、洗い
流さないタイプのヘアトリートメント。気になる
パサつきや広がりを抑えて、まとまりのある
手触りのよい髪へと導きます。ブラックパール
エキスや各種植物由来油配合で、毛先まで
うるおいに満ちた輝く艶のある髪が持続します。
ナチュラルなグリーンフローラルの香りで、
1日に何度もお使いいただけます。

●税込み本体価格 2,514円

●内容量：100mL

キューアップＥＸ
モイストヘアエッセンス〈弱酸性〉

バッグに入れて
いつでも
どこでもケア！

・ブラックパールエキス（加水分解コンキオリン）（保湿）
・ヒートダメージリペア（植物由来〈大豆〉成分）（保護）
・アミノコンプレックス（保湿）　・月見草油（保湿）

キューアップEX
モイストヘアエッセンス

・トリートメント
・保護
・スタイリング

・弱酸性
・エマルジョン状
・ノンシリコーンタイプ
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高配合の植物エキスなどがもたらす保湿効果、マイルドな使用感、
そしてフローラルブーケ調の香りで、より豊かなバスタイムをピルフィーノでお楽しみください。

スペイン語でｐｉｅｌは「肌」、ｆｉｎｏは「純粋」の意味。
美への永遠の願いを込めたボディケア商品です。

534
商品番号

ボディシャンプー

2,409円

●内容量：300mL

ピルフィーノ
ボディシャンプー 詰替用（300mL）

●税込み本体価格

植物性成分配合。泡切れがよく、洗い流しも簡単。洗い上がりはしっとりと
したうるおいをキープし、デリケートな肌にも安心です。環境と資源保護に
配慮し、最後まで無駄なく使えるエアレスタイプ。サイズも手頃で場所を
とりません。

2,915円

●内容量：300mL ●使用時サイズ：約幅72×高さ217mm

533
商品番号

ボディシャンプー

ピルフィーノ
ボディシャンプー（詰替専用容器付 300mL）

●税込み本体価格

ゴミの削減化にも役立ち、経済的です。詰替容器を専用のエコロジー
容器にそのまま入れるだけのカートリッジ式で、詰め替えも簡単です。

〈弱酸性〉

〈弱酸性〉

4,818円

535
商品番号

ボディ
シャンプー

●内容量：600mL ●使用時サイズ：約幅67×高さ217×奥行67mm

ピルフィーノ
ボディシャンプー
詰替用ファミリーサイズ（600mL）

●税込み本体価格

注ぎやすいキャップの付いたスタンディング
パウチ。別売りの詰替容器【商品番号492】に
詰め替えてご使用ください。

〈弱酸性〉

コンパクトで場所をとらず、安定性のよいスク
エアタイプ。エアレス（真空）タイプではあり
ません。

詰替容器

詰替容器（600mL）

492
商品番号

●税込み本体価格 781円

※「詰替容器」「バスソルト詰替専用ボトル」は現金返済保証制度対象外となります。

肌へのやさしさを、
地球環境へ
繰り返し使える
エコロジー容器

※使用途中でのポンプの取り外しは
　ご遠慮ください。（300mLのみ）

中の容器が完全に
しぼんだら新しい
詰替用と交換する。

300
mL

別売りの詰替容器に
詰替用ファミリータイプを
詰め替える。

600
mL

資源をできる限り無駄にしないために、ピル
フィーノ ボディシャンプーには何度でも使える
エコロジー容器を採用しています。

このシールを詰替容器に貼って
ご使用ください。
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ピルフィーノバスソルト専用の詰替
ボトルです。どのバスソルトを
ご使用中かがわかるよう、シールを
貼付できます。

詰替パウチのシールを貼付

●ピルフィーノシリーズの主な配合成分

主な配合成分

ピルフィーノ
ボディシャンプー

ピルフィーノ
バスソルト（タラソ）

ピルフィーノ
バスソルト（ブランカ）

・洗浄
・保湿
・保護

・弱酸性
・白色

・グリーン系
・透明
・パウダータイプ

・ミルキーホワイト
・白濁
・パウダータイプ

・保温
・保湿
・洗浄

・ピクノジェノール（保湿・保護）
・ヨモギエキス（保湿）
・海藻エキス（保湿・保護）
・ローヤルゼリーエキス（保湿）

・加水分解コラーゲン（保湿・保護）
・エラスチン（保湿）

・グルタミン酸ナトリウム（保湿）
・炭酸水素ナトリウム（温泉成分） 
・チンピ末（温感）

目的 タイプ 香調

フローラル
ブーケ調

海の香り

フローラル
ブーケ調

・ローヤルゼリーエキス（保湿）
・サルビアエキス（保湿・収れん） 
・ミルクエッセンス（保湿）
・たんぱく分解酵素（洗浄）

・ローヤルゼリーエキス（保湿）
・サルビアエキス（保湿・収れん）
・ブルターニュの塩（保湿・整肌）
・たんぱく分解酵素（洗浄）
・グルタミン酸ナトリウム（保湿） 

・炭酸水素ナトリウム（温泉成分） 
・チンピ末（温感）
・海藻エキス、海藻末（保湿）
・キチンエキス（保湿） 
・グリチルリチン酸ジカリウム（保護）

●サイズ：約幅79×高さ190×奥行61mm

539
商品番号

浴用化粧品

●税込み本体価格 2,310円

●内容量：480g

ピルフィーノ
バスソルト（ブランカ） 詰替パウチ

538
商品番号

浴用化粧品

●税込み本体価格 2,310円

●内容量：480g

ピルフィーノ
バスソルト（タラソ） 詰替パウチ

ミルク成分配合で、肌にしっとりとしたうるおいを
与える入浴剤。入浴後も植物エキス等のモイ
スチャー効果で、素肌に大切なうるおいを残し
ます。水道水の残留塩素を緩和する天然由来
成分配合。　　               〈白濁タイプ〉

タラソの効果を応用した入浴剤。酵素成分が
肌を洗浄し、ひきしめのための海藻エキスや
ブルターニュの塩のミネラル成分が保湿効果や
うるおいを与えてくれます。水道水の残留塩素を
緩和する天然由来成分配合。   〈透明タイプ〉

詰替専用容器

ピルフィーノ
バスソルト詰替専用ボトル

493
商品番号

●税込み本体価格 715円

※バスソルトは1回（20g）で1袋24回分が目安です。 ※バスソルトは1回（20g）で1袋24回分が目安です。

ピルフィーノ ボディシャンプーギフトセット【商品番号 737】も
ご用意しております。

ギフトにもご利用いただけます

＞＞＞ 詳しくはP82をご覧ください。

ピルフィーノ
バスソルトは・・・

◎たんぱく分解酵素成分が汚れを落として肌を清潔にし、
　古くなった角質をやさしく取り除きます。

◎植物エキスなどが肌のキメを整え、自然なうるおいを保ちます。

◎天然由来成分（グルタミン酸ナトリウム）が水道水の残留塩素を
　緩和します。

◎入浴の効果
入浴すると身体がポカポカ温まります。これは、体内の血液が
温まり、流れが活発になるため。血液が全身を一周する時間は
約1～2分。お風呂に10分もつかれば、身体のすみずみまで
温かくなり汗をかきます。この汗は皮ふの毛穴に詰まって
いる汚れや老廃物を取り除くはたらきがあります。血行を促し、
肌を清潔にするという入浴の二大効果は、健康な身体の
リズムを保つためにも大切なこと。毎日の入浴は、なによりも
手軽にできる健康法なのです。夜ゆっくり休みたい時、
心身が疲れている時は38～39℃のぬるめのお湯にゆっくり
つかりましょう。神経の高ぶりがおさまり、緊張がほぐれます。

◎入浴剤の効果
水道水は残留塩素を含み、肌に刺激を与え、特に肌の
弱い人に対しては肌あれなどの原因になることも。入浴する
前には入浴剤を入れ、お湯の肌あたりをよくする必要が
あります。

入浴直後

入浴直前

入浴30分後
●さらに保温効果も

バスソルトは、血行を促進し、湯ざめしにくいことがわかります。

（サーモグラフィー法による保温力テスト）

低 高体温

さら湯

さら湯

バスソルト
＋

※商品の仕様は変更することがあります。
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ジェルでひきしめて、クリームやローションで素肌を整えリフレッシュ。
何度、洗浄・殺菌しても手指にやさしいハンドソープもおすすめします。

目的別の肌ケアを組み合わせ、
全身のスキンコンディションをキープ。

●ピルフィーノ ジェルマンスールの主な配合成分

536
商品番号

ボディ用ひきしめジェル

ひきしまった美しいボディを目指す方のために
開発した、天然由来のひきしめ成分たっぷりの
マッサージジェル。浸透性の高いなめらかな
ジェルがマッサージ効果を高め、気になる
ところもスッキリ。肌のキメを整えて、ひきしめ
ながらうるおいも与えます。

7,480円

●内容量：180g

ピルフィーノ
ジェルマンスール〈弱酸性〉

●税込み本体価格

主な配合成分

ピルフィーノ
ジェルマンスール

・ミシマサイコ根エキス（ひきしめ）
・マテチャ葉エキス（ひきしめ）

美容に関して

・外側からのひきしめ

・内側からのひきしめ

香調

香調

フローラル
ブーケ調

ローズ系
フローラル

・オタネニンジン根エキス
 （収れん）

・グリチルリチン酸２Ｋ（保湿）　

・カフェイン（ひきしめ）
・海藻〈紅藻、緑藻、褐藻〉
 エキス（ひきしめ）

・コエンチームＡ（ひきしめ）
・コーヒー種子エキス（ひきしめ）

・ヨーロッパシラカバ樹皮エキス
 （収れん、保湿、肌あれ防止）

・ヒアルロン酸Ｎａ（保湿）

・ウイキョウ果実エキス
 （収れん、保湿）

●エックスワン プルマ リフレッシュクールＳの主な配合成分

・脚部の肌をひきしめ美しくみせる
・乾燥を防ぎ、しっとりさせる（保湿）

美容に関して

エックスワン
プルマ
リフレッシュクールＳ

・脚部をすっきりリフレッシュ
・疲れた脚を軽くするリフレッシュ剤（清涼）

・馬油（保湿成分）　・馬プラセンタエキス（コンディショニング成分）
・馬乳（保湿成分）

ニオイケア ・気になる足のニオイやムレを解消
・清潔で爽やかな足部を実現

ファーミング剤（収れん）

主な配合成分

使い方
お風呂上がりなどの清潔な肌にご使用ください。
適量を手にとり、顔以外の気になる部分に
マッサージするようにのばします。

531
商品番号

レッグ用ローションスプレー

シュッとひと吹きするだけのハンディタイプの
レッグ用ローションです。メントールやローズ
マリー、紅茶エキス、海藻エキスなどの植物
エキスを配合。足のニオイやムレを防ぐエチ
ケット効果、疲れた脚を軽くするリフレッシュ
効果、肌をひきしめる優れた美容効果で毎日の
脚の健康をまもります。

1,540円

●内容量：80mL

エックスワン プルマ
リフレッシュクールS

●税込み本体価格

使い方 足首からふくらはぎを中心にスプレーしてください。
ストッキングの上からでもご使用いただけます。

824
商品番号

保湿クリーム

馬油を中心に馬由来の3つの成分「馬油」
「馬プラセンタエキス」「馬乳」を組み合わせ、
さらにコラーゲンとヒアルロン酸を各2種類
配合しました。肌の乾燥が気になるときなど、
全身の気になる部分にお使いいただけます。
100gと20gがセットになっています。ローズ系
フローラルの香り。

5,280円

●100g×1個、20g×1個

エックスワン
プレミアム馬油クリーム

●税込み本体価格

使い方
適量を乾燥の気になる部分にやさしくなじませてく
ださい。首やデコルテ、ひじ、ひざ、かかとなど、
全身にたっぷりお使いいただけます。

※頭部下向きでもスプレーできます。※洗い流す必要はありません。

●エックスワン プレミアム馬油クリームの主な配合成分

美容に関して

エックスワン 
プレミアム
馬油クリーム

・肌をやわらかく保つ　・透明感のある肌をつくる
・肌のうるおいを保ち、乾燥を防ぐ

主な配合成分

理想のボディを目指し、
マッサージ。

わき腹のお肉を、
おなかの中央に
寄せるように。

ウエスト

時 計まわりに
大きく円を描く
ように。

おなか

手首からひじ、
ひじからわきの
下へ向かって
絞るように。

腕

下から上 へ 、
らせんを描き
ながら持ち上げる
ように。

ヒップ

ひざからももの
付け根へ、手の
ひら全体で大きく
らせんを描く
ように。

太もも

足首からひざへ、
らせんを描く
ように。

ひざ下

・植物配合エキスＥＧＸ〈クレマティスエキス/スギナエキス等〉
・海藻エキス

・ローズマリー油　  ・紅茶エキス

・ローズマリー油　  ・メントール
・カンフル　          ・サンショウエキス
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医薬部外品の成分がはたらきかけることで、
あれがちな手肌をなめらかに整えます。

手肌のうるおいセット【商品番号 745】もご用意して
おります。

ギフトにもご利用いただけます

＞＞＞ 詳しくはP82をご覧ください。

植物エキス（タチジャコウソウエキス）や保湿
成分のはたらきで、うるおいをまもりながらすっきり
清潔に洗い上げます。「殺菌成分（イソプロピル
メチルフェノール）」配合で、きちんと殺菌し、バイ菌
から手肌をまもります。肌にやさしい弱酸性だから、
一日に何度でも安心してご使用いただけます。
ナチュラルなグリーンフローラルの香り。（微香性）

エネルマーノ 薬用ハンドソープ MD専用の
詰替ボトルです。

554
商品番号

手肌用クリーム

植物エキスや保湿成分などのはたらきで、手肌に
しっかりとうるおいを与えながら、さらっとした感触を
実現した自然派ハンドクリーム。使用後もすっきり
すべすべでべたつきにくく、あれがちな手肌を
しっとりとなめらかに整えます。ケラチン配合で
爪もすこやかに保ちます。ナチュラルなグリーン
フローラルの香り。（微香性）

1,177円

●内容量：90g

薬用ハンドトリートメントクリーム MD

●税込み本体価格

553
商品番号

手肌用洗浄剤

1,375円

●内容量：250mL

薬用ハンドソープ MD 詰替用

●税込み本体価格

※「ハンドソープ専用詰替ボトル」は現金返済保証制度対象外となります。

手のひらをあわせて、5秒間
力強く洗う

手の甲をのばすように、右と左で
それぞれ5秒間ゴシゴシ洗う

指先や爪の間も、渦を描く
ように5秒間しっかりと洗う

指の間も十分に、5秒間よく
こすりあわせて洗う

親指を手のひらでねじるように、
5秒間ゴシゴシ洗う

手首も忘れずに、5秒間ゴシ
ゴシ洗う

1 2 3

4 5 6

しっかり手洗いして感染症予防を。エネルマーノ 薬用ハンドソープ MDは
しっかり殺菌・消毒しながらも、手肌をいたわりながら洗うので、一日に何度
洗っても安心です。

ハンドソープで手を清潔に

正しい手洗いでしっかり殺菌・消毒

〈弱酸性〉

627円

●使用時サイズ：約幅75×高さ148mm

●税込み本体価格

医薬部外品 エネルマーノ 医薬部外品 エネルマーノ

医薬部外品で、しっかり殺菌しながらうるおいをまもり、美しくすべすべの手に。

●エネルマーノシリーズの主な配合成分

エネルマーノ
薬用ハンドソープ
MD

・洗浄剤

・タチジャコウソウ
 エキス

・洗浄

主な配合成分目的 美容に関して

手肌を清潔に保つ

・保湿 手肌の自然なすこやかさと
清潔さをまもる

エネルマーノ
薬用ハンドトリートメント
クリーム MD

・植物性コラーゲン・保湿
・保護

手肌をやさしくまもり、
うるおいを保つ

・グリチルリチン酸
 ジカリウム・保湿 刺激からまもり、うるおいを与える

・ユーカリエキス
・保湿
・収れん キメを整え、清潔に保つ

・ケラチン・保護 爪をすこやかに保つ

詰替容器

ハンドソープ専用詰替ボトル（300mL）

552
商品番号
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。 ピルフィーノ/馬油クリーム

プルマ/エネルマーノ

ボディケア＆ハンドケア



茶葉エキスをはじめとする成分で、口内の汚れや口臭をしっかり除去。
歯周病予防のために設計された歯ブラシもぜひお試しください。

毎日の歯みがきは健康の礎。
正しいオーラルケアで自分の歯をいつまでも。

591
商品番号

液体歯みがき

茶葉エキス※1をはじめとした成分が、口臭の原因となる口内のたんぱく質と
結合し、“見える汚れ”としてニオイを除去。また、口内の健康や、口内の
ドライ感をケアする保湿成分※2を配合して、総合的に口臭をケアします。
過度な刺激を抑えたハーブ系ミントの香味で爽やかな口内を保ちます。

4,713円

●内容量：500mL

液体歯ミガキ

●税込み本体価格

トゥーサップS

252
商品番号

液体歯みがき

12,259円

●内容量：500mL×4本入

液体歯ミガキ（500mL×4本入）

●税込み本体価格

トゥーサップS

254
商品番号

液体歯みがき

15,559円

●内容量：500mL×6本入

液体歯ミガキ（500mL×6本入）

●税込み本体価格

トゥーサップS

256
商品番号

液体歯みがき

18,859円

●内容量：500mL×10本入

液体歯ミガキ（500mL×10本入）

●税込み本体価格

トゥーサップS

ニオイの原因となる汚れを“見える化”“見える化”する
トゥースウォッシュトゥースウォッシュ

細めの歯ブラシの毛先細めの歯ブラシの毛先

汚れが残っている

汚れ汚れ

茶葉エキス※1に含まれるカテキンが
口腔内のたんぱく質と結合し、汚れと
ニオイ菌を吸着。

表面の汚れは落とせても、歯ブラシだけ
では届かないところの汚れ（たんぱく質）は
残ってしまう！

カテキンカテキン

ニオイは口内の細菌がたんぱく質を分解する時に発生します。茶葉エキス※1に
含まれるカテキンが、たんぱく質の汚れと結合し固めて、その他のケア成分との
相乗効果で総合的にニオイを除去します。

茶葉エキス※1で固めてお口スッキリ！ 茶葉エキス※1

使用するとこのように
   カスが出ます。※3

液体歯ミガキの色味

※1 チャ葉エキス（保湿剤）　※2 カミツレ花エキス（保湿剤）、水溶性コラーゲン（保湿剤）、ヒアルロン酸Na（保湿剤）　※3 カスの出方には個人差があります。

20mL
（フタ1杯分）

10mL
（フタ内部の線まで）

トゥーサップＳ
液体歯ミガキ

液体
歯ミガキ

タイプ商品名 主な配合成分目的

・チャ葉エキス（保湿剤）
・キシリトール（保湿剤）
・パンテノール（保湿剤）
・水溶性コラーゲン（保湿剤）
・シャクヤク根エキス（保湿剤）
・アロエベラ葉エキス（保湿剤）
・カミツレ花エキス（保湿剤）
・ヒアルロン酸Ｎａ（保湿剤）

・口中を清潔に保つ
・口臭を防ぐ

香調

ハーブ系
ミント

●トゥーサップS 液体歯ミガキの配合成分

使い方

「トゥーサップS 液体歯ミガキ」は、一般的な
マウスウォッシュとは違い、汚れが見えるタイプの
トゥースウォッシュです。

歯みがきをする前に、キャップに適量（10～20mL）を注ぎ、
口に含んで口内に洗浄液がいきわたるよう、約20～30秒程
すすいでから吐き出します。使用後はキャップを水ですすぎ、
水分を拭き取ってきちんと閉めてください。

液体歯ミガキは「セット」がお得です！液体歯ミガキは「セット」がお得です！

毎日みんなで
使おう！

毎日みんなで
使おう！

お得です！お得です！

                     4本入なら1本約3,065円、                      6本入なら
1本約2,594円、                    10本入なら約1,886円です！

252商品番号 254商品番号

256商品番号

1本約3,065円

お得です！お得です！

1本約2,594円

お得です！お得です！

1本約1,886円

※価格は税込みです。
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虫歯や口臭を防ぐだけでなく、歯肉炎や歯周病の予防ができるから安心。

●トゥーサップ 薬用歯みがき MDの主な植物エキス

564
商品番号

歯みがき

虫歯予防〈緑茶エキス〉と消臭効果が期待できる〈茶乾留液〉のW茶エキスを
配合。有効成分のグリチルリチン酸ジカリウムが歯ぐきの炎症を抑えます。
植物エキス（アロエ、ノバラ、クチナシ）による洗浄作用で爽やかさアップ。
泡立ちをセーブし、ブラッシング効果を高める配合にしています。

1,254円

●内容量：150g

薬用歯みがき MD

●税込み本体価格

刷掃効果と操作性、歯周病予防効果を科学してつくった歯ブラシ。先端
２列強化毛、超極細毛とエッジ加工毛の2段構造なので、口奥や歯の裏側、
歯周ポケットの歯垢を除去します。コンパクトヘッド、スリムロングネック、
ストレートハンドルですので操作性に優れています。

●税込み本体価格 1,408円各

かため（h）565
商品番号

ふつう（m）566
商品番号

トゥーサップS
歯ブラシ（4本セット）

歯ブラシ

◎セット内容 ● 歯ブラシ4本   ● キャップ1個

保湿剤 ・チャエキス   ・チャ乾留液   ・アロエベラ葉エキス   ・クチナシエキス   ・ノバラエキス

この2つのポイントを押さえれば、より効果的に虫歯を予防することができます。

「歯みがき」で虫歯の原因、食べカスや歯垢をしっかり除去！

夜の歯みがきは念入りに！
虫歯は就寝中に進行しやすいので、一日の中でも夜の歯みがきですべての
歯垢をしっかり落としましょう。

歯並びの悪い部分、歯と歯が重なっている部分も丁寧に！
なかなかブラシが届きにくく、特に虫歯の発生しやすいポイントです。他の部分
よりも時間をかけてみがきましょう。

1

規則正しい食生活を
初期の虫歯は、唾液による「再石灰化現象」で自然に修復されるため、何度も
間食をしていると修復の時間が間に合わず虫歯が進行してしまいます。規則
正しい食生活が大切です。

就寝前の飲食は控えましょう
就寝中は唾液の分泌が少ないため、一番虫歯が進行しやすい時間帯です。
寝る前に食べてしまうと、「再石灰化現象」による修復が間に合わなくなるため
虫歯が進行しやすいのです。

POINT

「食生活」の改善で虫歯を進行させないこと！2
POINT

効果的に虫歯予防（トゥーサップ 薬用歯みがき MD）

操作性の高いストッパー付きストレートハンドル

先端2列強化、長短2種類のW毛先構造で、
歯垢をしっかり除去

歯周ポケット歯垢（プラーク）

エッジ加工毛

超極細毛

歯肉

「超極細毛」と「エッジ加工毛」、長短2種類の毛先により、従来の歯ブラシでは
除去しにくいとされていた歯周ポケットや歯肉溝・噛み合わせの歯垢や
汚れなどをしっかり取り除きます。

先端2列強化

ダブル植毛・段差付き

コンパクトヘッド

超極細毛＆エッジ加工毛

細く長い毛先が歯周
ポケットや 奥 歯 の
細かい溝に入り込み、
歯垢をかきだします。

スリムロングネック

医薬部外品トゥーサップ

“見える化”
トゥースウォッシュ

歯みがき前に使用 いつも通りに歯みがき
使用順

591 252 254 256商品番号 565 566商品番号564商品番号
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