
お客様ひとりひとりの悩みに寄り添う
天然ゲルから誕生した
トータルスキンケアライン



クレンジング

天然ゲルを主原料とした、ウォーターベースのリムーバー
です。ウォータープルーフタイプのマスカラが落とせ、エク
ステをされている方も使用できます。
ヒアルロン酸Naなどの天然ゲル成分が、潤いを与えなが
らメイクを落とします。
青い色は植物原料グアイアズレンの色です。荒れ肌を防ぐ
成分ですので安心してご使用いただけます。

天然ゲルのポイントメイクリムーバー

ウォーター
プルーフタイプ・
フィルムタイプ
マスカラOK!

アイメイクリムーバー
■150mL 商品コード　LP13

美のプロから選ばれ続けるクレンジング
人間の生体水に近いナチュラル水を使用した良質の天然ゲルが肌にピタッと
密着、毛穴の汚れや皮脂、メイク汚れなどを吸着、しっかりと洗い流します。
肌となじみ易いアミノ酸の一種L－アルギニンが毛穴に入り込んだ微細な化
学物質まで包み込み、優しく取り去ります。
W洗顔不要ですっきり洗い上がるのに必要な皮脂は流さず肌をしっとり仕上
げます。オイルフリーなので後に使用する美容成分の浸透を妨げず効果的な
施術が行えます。

ゲルの成分であるセルロース（植物由来の繊維成分）やヒドロキシエ
チルセルロースが浮き上がったメイクや汚れを巻き込み吸着し落と
します。

このＷの洗浄効果で、肌に負担をかける事なく、肌表面の不必要な
汚れを取り除きます。

Ｌ－アルギニンは、メイクの下の皮脂とタンパク質に反応し（鹸化反
応）、皮脂を洗浄成分に変化させます。
＊鹸化反応･･･皮膚の汚れのうち皮脂と反応し、肌表面で石鹸化させることを指します。

メイク料や汚れは角質や肌表面の皮脂の上に乗っています。
汚れを表面から溶かし落とすという一般的な洗浄方法ではなく、
肌表面で洗浄成分を作る事で、お肌の汚れをより落としやすくします。

クレンジングゲル 洗浄のしくみ
～W洗顔が不要な理由～

パラベン アルコール

鉱物油 オイル

香料 着色料

石油系界面活性剤

7つのフリー

Before

After

まつ毛・エクステは取れてない！！
メイク・ラメはしっかりOFF

クレンジングゲル
■500ｍL（ボトル）
■1000mL（詰替用）

商品コード　LP11
商品コード　LP12

Ｗ洗顔不要 敏感肌対応まつ毛エクステ
ＯＫ

まつ毛エクステ
ＯＫ 口紅もOK!

ラメも
きれいに
落ちます

汚れを吸着鹸化反応を
起こす

クレンジング
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ゲル状タイプで美白しながら角質除去

角質除去

セラミドがお肌に潤いを与え、キメを整えながら
くすみ、ざらつきを取り除き美容液などが浸透し
やすい透明感のある肌へ導きます。
お肌に優しいゲル状タイプで、潤いが残るオー
ルスキンタイプのピーリング。

洗顔料としても使える！ 泡タイプピーリング

油分の拭き取りや手指の洗浄に

拭き取り化粧水

お肌におだやかな拭き取り化粧水。クレンジングまたはマスク後の
拭き取りやボディーまたはフットマッサージ前後の拭き取りとしてお
使い下さい。
サポニンを含むムクロジエキスの洗浄・抗炎症作用で清涼感を与え
ます。角質を柔軟化するグレープフルーツエキスが角栓を取り除き
やすくします。

天然由来のフルボ酸を配合した泡タイプのピー
リング。
毛穴の汚れやくすみの原因となる古い角質を肌
に負担をかけずにしっかり取り去ります。
植物性エキス配合で、キメの整った透明感あふ
れる肌へ導きます。

ゼラニウムの
香り

オールスキンタイプ

ソフトタイプ

リフレッシュローション
■500mL 商品コード　LP16

テクスチャーピール
■500mL 商品コード　LP14

ピールウォッシュフォーム
■300mL 商品コード　LP15

フットケアの洗浄にも
最適です

セイヨウバラの
花を蒸留して得た
ローズ水

洗浄
抗炎症作用

角質を柔軟化する
グレープ

フルーツエキス

角質除去・拭き取り化粧水
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表皮・真皮の水分保持の要であるヒアルロン酸。
高分子・低分子・進化型など４種類のヒアルロン酸を配合したとろっとしたテクスチャーです。
潤いをキープし、艶やかな肌を実現します。　

シワ・乾燥肌用

スーパーエッセンス〈HY〉　ヒアルロン酸
■100ｍＬ 

肌悩み別に特化した有効成分がそのまま入ったピュアエッセンス。
ポレーションに完全対応した処方で、美容液導入の際やパックの下地としてお使いいただけます。
お客様の肌状態に合わせてブレンドも可能です。

究極の「肌レスキュー」美容原液 スーパーエッセンスシリーズ

イオン導入
ポレーションに
最適！！

有効成分別
美容液

肌状態をみて
ブレンド

パックの下地に

ヒアルロン酸

保湿

ブライトニング
キメ・透明感

毛穴ケア
皮脂抑制

肌荒れ
予防

エイジケア
ハリ・弾力

4種のヒアルロン酸
パワーヒアルロン酸　
高分子ヒアルロニダーゼ分解酵素をもち、持続的な保水効果のある高分子ヒアルロン酸。
加水分解ヒアルロン酸　
肌表面に水分を含んだ膜をつくりつつ、角質層に浸透し水分を保持する。
低分子ヒアルロン酸。
吸着型ヒアルロン酸
洗っても流れ落ちない吸着型ヒアルロン酸。
進化型ヒアルロン酸
ヒアルロン酸にシラノール〈ケイ素誘導体〉が結合した新しいヒアルロン酸。
コラーゲンを修復し肌にハリを与える効果がある。

皮膚に弾力や保水性を与える代表的な美容成分。衰えた皮膚の再生を促し、ハリ・弾力を
与えます。高級コラーゲンといわれるサクシノイルアテロコラーゲンや低分子コラーゲンなど
３種類のコラーゲンを配合。

シワ・たるみ肌用コラーゲン

保湿

ブライトニング
キメ・透明感

毛穴ケア
皮脂抑制

肌荒れ
予防

エイジケア
ハリ・弾力 3種のコラーゲン

水溶性コラーゲン
水分を抱える効果に優れた高分子コラーゲン。
加水分解コラーゲン　
角質層内部に浸透し、肌表面に保護膜をつくる低分子コラーゲン。　
サクシノイルアテロコラーゲン　
肌に保水性・弾力性を与える立体構造の海洋性コラーゲン。

スーパーエッセンス〈CO〉　コラーゲン
■100ｍＬ 商品コード　LP21

商品コード　LP20

ポレーションに完全対応　7つのフリー
パラベン フェノキシエタノール 鉱物油シリコンオイル

アルコール 合成着色料 香料

※防腐剤として抗菌作用のある保湿剤を配合しております。

美容原液
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４種類のプラセンタを贅沢に配合。ダメージを受けたお肌のターンオーバーを促し、色素沈着の
防止や年齢によるシワに効果的。お肌の活力を高める減退肌向け美容液です。

老化・減退肌用プラセンタ

4種のプラセンタ
馬プラセンタ　
北海道のサラブレット馬から得られるものを使用。アミノ酸含有量が最も多い。
豚プラセンタ
人の皮膚との相性がよく、吸収性に優れ美肌効果を発揮する。
マリンプラセンタ
動物性には含まれない９種類の必須アミノ酸や核酸・エラスチンを含みバランスよく
効果を発揮。
植物性プラセンタ
北海道産メロンの「胎座」から得られるものを使用。アミノ酸・ビタミン・ミネラルを豊
富に含有。

保湿

ブライトニング
キメ・透明感

毛穴ケア
皮脂抑制

肌荒れ
予防

エイジケア
ハリ・弾力

保湿効果に優れた天然セラミドを贅沢に配合。人の肌に馴染みやすく、バリア機能を強化し
乾燥を防ぎます。とにかく敏感で肌が乾きやすい方にオススメです。

敏感肌・乾燥肌用セラミド

セレブロシド
ヒトの角質層の細胞間脂質に近い高級セラミド。壊れたバリア機能を改善。
セラミド１
水分保持機能・外部刺激に対する優れたバリア機能。
セラミド３
水分保持機能に優れ、保湿効果の高いセラミド。
セラミド６Ⅱ
肌の水分を保持しターンオーバーを活性化。

4種のセラミド保湿

ブライトニング
キメ・透明感

毛穴ケア
皮脂抑制

肌荒れ
予防

エイジケア
ハリ・弾力

スーパーエッセンス〈PL〉　プラセンタ
■100ｍＬ 商品コード　LP22

シミやくすみをケアするビタミンＣ誘導体を8%高濃度配合。水溶性・油溶性両方のパワーで肌へ
の浸透が高く、長時間持続し、メラニンの生成抑制・排出を行います。

シミ・くすみ肌用ビタミンＣ誘導体

４種のビタミンＣ
水溶性即効浸透型ビタミンＣ誘導体
肌内部でビタミンＣに変換され、効果を発揮。浸透性に優れています。
水溶性即効・浸透・持続型ビタミンＣ誘導体
即効性・浸透性・持続性の３拍子を兼ね備え、そのままの形でビタミンＣとしての効果を発揮。
油溶性持続型ビタミンＣ誘導体
安定性が高く、効果が長時間持続。
新型ビタミンＣ誘導体
APPSと呼ばれ、水溶性と油溶性の両方を併せ持ち、従来のものより数十倍の浸透性に
優れた高浸透型ビタミンＣ誘導体。

保湿

ブライトニング
キメ・透明感

毛穴ケア
皮脂抑制

肌荒れ
予防

エイジケア
ハリ・弾力

スーパーエッセンス〈VC〉　ビタミンＣ誘導体
■100ｍＬ 商品コード　LP24

スーパーエッセンス〈CE〉　セラミド
■100ｍＬ 商品コード　LP23

※有効成分を高濃度で配合しているため白く沈殿しますので、軽く振ってからご使用下さい。

※有効成分を高濃度で配合しているため白く沈殿しますので、軽く振ってからご使用下さい。

美容原液
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※有効成分を高濃度で配合しているため白く沈殿しますので、軽く振ってからご使用下さい。
※導入時はP.5リポローションGと混ぜて使用されることをお勧めします。

高濃度エイジケア美容液

スプリームコンクセラム
■100ｍＬ 

ヒト幹細胞培養液ミクスチャ
ヒト脂肪細胞順化培養液エキス
成長因子やSODなどの優れた成分が含まれ、皮膚組織の
再生を促進。
ヒアルロン酸アスコルビルプロピル
線維芽細胞増殖効果・ヒアルロン酸合成促進効果
免疫機能正常化・抗酸化作用・美白作用
カプリロイルジペプチド－１７
線維芽細胞の老化によって衰えたコラーゲンリサイクル
機能の活性化。

導入用化粧水

細胞膜と類似成分からなり、有効成分を包み込んで肌の奥まで浸透させる
働きを持っています。
粘度の低い美容液でも乾かずに導入ができます。

リポソームを主成分とする導入用ジェル

ナノサイズの「リポソーム」が
有効成分を届ける
水となじむ分子と油でなじむ分子で
構成されている『リポソーム』。
層がめくれていくように壊れながら有効
成分を浸透させます。

【使用方法】
シャーレ等にリポローションGと美容液を混ぜ
合わせてからご使用下さい。
リポローション3プッシュにスーパーエッセンス
2プッシュを混ぜてご使用いただくと浸透性が
向上します。
※とろみがなくなるので、スーパーエッセンス
〈VC〉ビタミンC誘導体は混ぜずに重ねて塗
布して下さい。

リポローションＧ
■500ｍL（ボトル）

■1000mL（詰替用）

商品コード　LP17
商品コード　LP18

商品コード　LP19

肌老化の根本原因に働きかけ、肌の奥から再生・修復を促します。
パック前の塗布や、ポレーションでの導入に最適。
エイジング世代の肌悩みをパーフェクトにケアし、見違えるような素肌に出会えます。

ポレーションに完全対応
7つのフリー

パラベン フェノキシエタノール

鉱物油シリコンオイル

アルコール 合成着色料

香料

※防腐剤として抗菌作用のある保湿剤を配合しております。

リン脂質分子
【リポソーム図】

美容
成分
美容
成分

美容
成分
美容
成分

美容
成分
美容
成分

美容
成分
美容
成分

美容
成分
美容
成分
美容
成分
美容
成分

高濃度エイジケア美容液
導入用化粧水
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ゼラニウムの
香り

エイジング肌用

浸透性の高いビタミンＡ誘導体を始め、ヒト幹細胞培養液エキスを配合。
線維芽細胞増殖効果やコラーゲン生成促進効果で肌の弾力をより深く追求しました。
滑りすぎないテクスチャーで、深部の筋肉を捉えるマッサージに最適です。

美容オイル

有効成分

アクティブリペアオイル
■3mL×24本 商品コード　LP27

アンチエイジングの手技に
レチノール配合美容オイル

【使用方法】
フェイシャルマッサージの前に半量を顔
～首に塗布し、マッサージを行います。
その後残りの半分を浸透させます。

ヒト幹細胞
培養液エキス
ミクスチャ

酢酸
トコフェロール
（ビタミンE誘導体）

パルミチン酸
レチノール

（ビタミンA誘導体）

ザクロ種子油

＆
フェイス
デコルテ

マッサージ用ゲル

コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸、セラミドなどの配合で、肌乾燥やたる
みがちな肌に潤いとハリを与えます。滑らかな感触で、マッサージ中の摩擦を
やわらげます。敏感肌～エイジング肌にも有効な美容成分を配合。

乾燥肌・敏感肌にハリと潤いを与えます

有効成分

コラーゲン ヒアルロン酸

エラスチン セラミドキュア
パッション®

アブソレージ® プリンセスケア®

ゼラニウムの
香り

マッサージゲル
■500ｍＬ（ボトル）

■1000ｍＬ（詰替用）

商品コード　LP25
商品コード　LP26

＆
フェイス
ボディ

マッサージ
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美容機器用ジェル
美容機器下地ジェル＆トリートメント用ジェル

【使用方法】
清潔な肌に適量をとり、お肌全体になじませ
ます。美容機器の下地には、皮膚が隠れるくら
いの量をたっぷり塗布し、施術後はスポンジ、
ホットタオルで拭き取ります。
ハンドマッサージのマッサージジェルとしても
お使い頂けます。

グリーンデュア
■320g 商品コード　LP52

【使用方法】
手のひらに約15gをとり、少しずつゲル
を崩します。ゲルが柔らかくなるまで手
のひらで崩すとほんのり温かくなりま
す。温かくなったら肌に塗布します。塗布
後10分放置した後、マッサージを行い
ます。（マッサージだけでも十分効果は
あります）。施術後はスポンジ、ホットタ
オルで拭き取ります。

マッサージ&パック

温感効果のあるマッサージゲルです。グリーンの野菜のデトックス効果で、肌の
くすみをすっきりさせます。粘度のある特殊なテクスチャーで筋肉をとらえやすく、
マッサージ技術のリフトアップ効果を助けます。
すっきりした5種類の精油の香りでリラックス効果も◎。特に年代は選びません
が、仕事やストレスの多い30代、40代の女性に大人気です。
※独特の粘度がなくなりますのでスチーマーはＯＦＦで使用してください。

1つでパックとマッサージ! 小顔効果を実感

血行促進

くすみ デトックス

保湿

特徴効果

＆
フェイス
ボディ

フェイス

美顔器のプローブと密着度が高く、すべりが良くなりマッサージ効果が
高まることで、リフトアップ・シェイプアップ効果が得られます。

ソニックジェル
■500ｍＬ（ボトル）

■1000ｍＬ（詰替用）

商品コード　LP45
商品コード　LP46

保湿成分やヒアルロン酸Naの働きでお肌
に潤いを与えて、トウキンセンカ花エキス
やカミツレ花エキス、アラントインの働き
で炎症や肌のほてりを鎮め、健やかな肌に
導きます。ゲルの吸着力により毛穴の汚れ
や古くなった角質を優しく取り除きます。

7つのフリー
パラベン フェノキシエタノール

鉱物油シリコンオイル

アルコール 合成着色料

香料
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特徴効果

ボディオイル

【使用方法】
お顔もしくは、ボディ全体のマッサージに
お使いください。
※冬場などの使用時には、手のひらで十分
に温めてから身体に塗布してください。
施術後はホットタオルで拭き取りします。
※アロマオイルとブレンドしてもご使用頂
けます。

お肌をなめらかにし、保湿効果によりお肌に潤いを保ちしなやかに整えます。
新たに、トコフェロール（ビタミンE誘導体）、ビタミンA誘導体、ザクロ種子油を
アンチエイジング成分として追加配合。すべり過ぎ、きしみがないので筋肉が
確実にとらえられ、高いマッサージ効果が得られます。

ピュアスクワオイル
■500ｍL（ボトル）  

■1000mL（詰替用）  

商品コード　LP53
商品コード　LP54

深海鮫から取れたスクワランオイル＆
フェイス
ボディ

ボディマッサージクリーム

【使用方法】
適量を手に取り、乾いたお肌にお使いく
ださい。フィット感に優れており、深層筋を
捉えてしっかりとマッサージができます。
施術後の拭取りの必要はありません。

姿勢や運動不足、年齢による影響が出やすい脚・お腹・二の腕をボディメイ
キング。お肌を引き締めてキメを整え、くびれをつくるボディマッサージに
オススメです。伸びが良く、ベタつきにくいため、全身にお使いいただけます。

インナーマッスル 3S<リフレッシュアロマ>
■300ｍL 商品コード　LP59

血行促進・むくみ・脂肪燃焼マッサージに最適ボディ
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エイジング肌用

皮膚組織再生やEGF様作用がありアンチエイジングへの効果が期待できる
レチノール、ヒト幹細胞培養液エキスとプロテオグリカンを配合。手でもハケ
でも塗布できる柔らかなテクスチャーで、撹拌するとほんのり温かく、ふっく
らと柔らかい肌へ導きます。

パック

ほんのり温かい肌再生レチノールマスク

特徴効果

アクティブリペアマスク
■340g 商品コード　LP28

保湿 くすみ

ハリ
弾力 血行促進

特徴効果

ゼラニウムの
香り

脂性肌・ニキビ肌用

1600万年前に噴火し、固まった岩石を特殊製法で微細化したマグマ100%
のフライブルグファンゴを使用。
細かな粒子が毛穴の奥の汚れを吸着します。
マグマが地表に出る前に凝固したため、酸化していないミネラル分や栄養も豊富。

ファンゴクレイマスク
■340g 商品コード　LP32

【使用方法】
目の周りと唇をさけ、お顔全体に伸ばし、5～10分
くらい放置します。拭き取りの際はウエットコット
ンで粗取りをした後、スポンジ、ホットタオルでき
れいに拭き取ります。

皮脂汚れ
除去

活性酸素
除去

ニキビ
ザラつき

収れん
引き締め

天然クレイと竹炭で毛穴汚れを吸着する

【使用方法】
アイパットをして１０～１５分放置後しま
す。拭き取りは、まずスパチュラで粗取り
をし、コットンに含ませたリフレッシュ
ローションで拭き取り、その後スポンジ、
ホットタオルできれいに拭き取ります。

パック
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商品コード　LP30
商品コード　LP31

鎮静

保湿 収れん

敏感肌や日焼け後に
赤みを抑える海藻パック
敏感肌・ニキビ肌用

まぶた・唇まで直接パックができます。使用後はキメが整い、くすみが取れすっきり
とした潤いを実感できます。
天然海藻ゲルの鎮静効果で日焼け後や赤みのある肌の鎮静に最適です。

【使用方法】
①スパチュラで鼻の穴を避け、お顔全体～首まで
均一に素早くのばします。（お顔全体を密封するこ
とで息苦しく感じられる方には、口元を開けます）
②硬化時間は7分～10分に調整しております。水温
が高かったり、皮膚温が高い方の硬化時間は早く
なります。（15分以内を目安に放置してください。）
■別途使用説明書（マニュアル）を参照してご使用
ください。

特徴効果

※まつ毛エクステは避けて塗布して下さい。

エイジング肌用

炭の遠赤・マイナスイオン効果、温熱効果により肌の血流を促進し、老廃物を
流して肌を引き締めます。汗とともに過剰な皮脂や角栓なども排出しやすくし
ますので、ニキビや吹き出物が出来にくくなります。
テーピングとの併用でリフティング効果が高まります。粘土質のゲル成分が老
化角質を柔軟化しますので、透明感とツヤが得られます。

自己発熱型の備長炭配合石膏マスク

デトックスマスク
■100g×10包入 商品コード　LP29

肌質に応じたパックを塗布します。
（下地に美容液を塗布するとより効
果的です）塗布したパックの上に、
カットしたガーゼを貼り付けてテー
ピングします。

ボールに本品100gを入れ、水を約
65～70cc加えてスパチュラで混
ぜ合わせてマヨネーズ状の硬さにし
ます。（艶が出るまでしっかり混ぜて
ください）ガーゼの上からお顔全体
に塗布します。

引き締めたい部位のガーゼを引っ張
りながらマスクを重ね塗り、スパチュ
ラで表面をなで上げます。乾いたタ
オルで覆い、15～20分放置します。

側面を持ちあげるようにマスクを外
し、コットンに含ませたリフレッシュ
ローションで拭き取ります。

1 32 4

ゲルアルゲマスク
■400g（ボトル）

■400g（アルミ袋）

パック
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お肌のトラブル別に塗り分けるデコレートパック

ヒアルロン酸 コラーゲン

ビタミンC プラセンタ

密着度が高く、肌になじみやすいため、美容成分が浸透し
やすいヒアルロン酸パックです。
浸透型、吸着型、持続型の３タイプのヒアルロン酸と保湿
成分をたっぷり配合しています。

シワの中までピタッと密着し、ゲルの弾性力で肌にハリ・弾力
を持たせるパックです。
３種のコラーゲンを配合し、肌に潤いと弾力を与えてふっくら
もちもちの肌へ導きます。

３種のビタミンＣ誘導体と５種のブライトニング成分を配合
したパックです。
たっぷりのブライトニング成分がじっくりと肌に働きかけ透
明感のある肌へ導きます。

肌の弾力アップ、キメを整える効果のあるマリンプラセンタ、
ブライトニング効果のあるメロンプラセンタを配合したパック
です。ハリ、潤い、引き締め効果のあるエラスチンやアルブミ
ンなどのエイジケア成分も配合しています。

デコレートパック〈ヒアルロン酸〉
■300g 商品コード　LP48

デコレートパック〈ビタミンC〉
■300g 商品コード　LP50

デコレートパック〈プラセンタ〉
■300g 商品コード　LP51

デコレートパック〈コラーゲン〉
■300g 商品コード　LP49

3種のヒアルロン酸

浸透型 持続型吸着型 高分子
コラーゲン

水溶性
即効
浸透型

水溶性
即効、浸透
持続型

油溶性
持続型

マリン
プラセンタ
（海洋性）

マリン
コラーゲン
（海洋性）

メロン
プラセンタ
（植物性）

低分子
コラーゲン

3種のコラーゲン

肌状態に合わせて、目的に応じた美容成分を贅沢に配合した形状記憶ゲルのパック。
４種のパックすべてにウメエキス（抗糖化）、酵母エキス（肌の保護）、シベリアカラマツ
エキス(抗酸化）のトリプルエイジケアエキスをはじめ、目的に応じた美容成分をたっぷ
り配合したパック状の高濃度美容液です。

ラベンダー
の香り

【使用方法】
①目の周りと唇をさけ、お顔全体に塗布します。
②3mmくらいの厚みでたっぷりめに塗布してください。
③そのまま約10分ほど放置します。
④拭き取りの前にスパチュラで簡単に取り除き、その後スポンジとホットタオルでやさしく拭き取ってください。
※4種のデコレートパックをお顔の各お悩みに応じて部位別にデコレーションするように塗りわけて使用できます。

ローズ
の香り

2種のプラセンタ3種のビタミンC誘導体

保湿・敏感

美白・ニキビ リフトアップ

保湿・敏感

ゼラニウム
の香り

グレープ
フルーツ
の香り

パック
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ゴールデュアマスク
■（40g×2シート）×10包入 商品コード　Ｇ006

温める（血行促進）・冷やす（鎮静作用）が同時にお肌の部位に合わせてできるマスク。
シート状なので、塗布に時間をかける必要がなく、拭き取りも不要。後片付けも簡単な、扱いやすいマスクです。
ODT効果に優れているため、成分の肌浸透を高めます。

ご使用方法

保湿 くすみ アンチ
エイジング

ハリ ツヤ 透明感

特徴効果

ＳＥ100スーパーエッセンス等の美容液をお
肌に合わせて塗布し、薬用ATPリピッドゲルを
唇に塗布します。

約10～15分後マスクを取ります。
拭き取りの必要はありません。

カットしたウェットコットンを目元・口元に置
きます。

１人１袋（２枚）を使用します。
アルミ1袋の三方をはさみで切り
開封します。

厚いほうのフィルムを取り除き、取り除いた
面を下にして鼻から上に１枚置き、薄い方の
フィルムを取り除きます。同様の方法で鼻か
ら下の部分に置き、両方を乗せてから形を
整えます。

しっかり密着させるために、ビニールをは
がす前に、必ずハサミで切れ目を入れて
ください。
※このカット↓が重要です。

鼻の部分カット

あごの部分カット

高い密着力でゴールド・EGF効果を発揮！
温熱・冷却Wの作用で肌に届ける

1

4

2 3

5

ODT効果で、成分の肌浸透を高めます

細胞賦活成成分
金・ヒトオリゴ・ペプチド-1(EGF）
血行促進成分
グルコシル・ヘスペリジン（ビタミンP類）
保湿成分
ヒアルロン酸Na・11種類のアミノ酸
SOD様成分
ボタンエキス・ウンシュウミカン・果皮エキス・パセリエキス・ツボクサエキス
収れん成分
ローズマリーエキス

パック
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施術後の潤いをキープするスタンダードタイプ シワ

エッセンスローション〈Ｗ〉
■500mL（ボトル）

■1000mL（詰替用）

商品コード　LP35

商品コード　LP36
クリアホワイト〈Ｗ〉
■150g 商品コード　LP38

乾燥肌年齢肌

７種のアミノ酸がキメを整え、表皮の親
和性を回復。抗糖化・美白・鎮静効果に
優れ毛穴も引き締めます。

化粧水

シミ・くすみを総合的にケア。
ベタつきの残らない感触でありながら
潤いも実感。プラセンタも配合し、くす
みのない潤いが一日中持続します。

ゲルクリーム

ノーマル肌スキンケア　モイストアップ

潤いながらサラっとなじみ、クリアな肌へ導く ニキビシミ脂性肌

ノーマル肌スキンケア　クリアアップ

リポソーム化された美容成分が肌に浸
透し、細胞レベルで水分量がアップ。
乾燥・エイジングが気になる肌もしっとり。

エッセンスローション〈Ｒ〉
■500mL（ボトル）

■1000mL（詰替用）

商品コード　LP33

商品コード　LP34

化粧水

最高級コラーゲンを高濃度に配合し、
肌表面・内部を一日中保護、しっかり
潤います。

商品コード　LP37

ゲルクリーム

クリアリッチ〈Ｒ〉
■150g

お仕上げ
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シワたるみ年齢肌

マイルドな感触でお肌に必要な水分と
脂質を補う、ゲル状全身用化粧水です。
肌内部の水分蒸発を抑え、肌荒れを
防いでキメを整えます。

薬用化粧水

肌乾燥によるかゆみや肌荒れを防ぐ
全身用クリームです。人間の持つセラミ
ドと同じ良質なセラミドを高配合してい
るため、脂質バリアの再編を補います。

薬用ゲルクリーム

プラチナの力で施術の効果をワンランクアップ

薬用ＡＴＰゲルローション
■500mL（ボトル）

■1000mL（詰替用）

商品コード　LP41

商品コード　LP42

ＰＴコロイドクリーム
■150g 商品コード　LP40

ＰＴコロイドエッセンス
■100mL 商品コード　LP39

薬用ＡＴＰリピッドゲル
■150g 商品コード　LP58

エイジング肌スキンケア

アトピー・敏感肌・乾燥肌にも安心して使える 超乾燥敏感肌アトピー

敏感肌・乾燥肌スキンケア

１１種の酸化物質から肌を守るプラチナ
コロイドをたっぷり配合。線維芽細胞増
殖促進作用のあるＤパンテノールが、弾
力のある肌へ導きます。ハリのある、
若々しい素肌へ。

レチノールがお肌の生まれ変わりに作
用し、弾力を与えます。
油溶性甘草エキスの美白活性により年
齢肌のシミ・くすみ・ソバカスを防ぎます。

化粧水＆美容液 ゲルクリーム

お仕上げ
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