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株式会社パルコ 

 

パルコグループからのお知らせ 

 

◆株式会社ヌーヴ・エイ からのご案内◆ 

ＲＯＳＥＭＡＲＹ丸井川崎店オープン、 

韓国発・日本初上陸ブランド 

「Ｈｏｌｉｋａ Ｈｏｌｉｋａ」販売のお知らせ 
 

株式会社ヌーヴ・エイは、パルコグループの専門店事業として商業施設内を中心に 

ファッションパーツのセレクトショップを開発・運営しています。 

ライフスタイル支援をコンセプトとして掲げ、商業施設を中心に 4 事業（時計、眼鏡、 

化粧品、雑貨等）145 店舗（2010 年 12 月 31 日現在）を展開しています。 

 

「10,000 Items For You Beauty キレイを追求してやまないすべての女性へ」を 

コンセプトとしたローズマリーは、初の丸井出店となる『ローズマリー川崎丸井店』を 

2011 年 2 月 23 日（水）にオープン致します。 

 また、オープンと同時に韓国発・日本初上陸コスメティックブランド「Ｈｏｌｉｋａ Ｈｏｌｉｋａ

（ホリカ ホリカ）」を販売致しますので、別添資料をご覧下さい。 

 

◆ Ｈｏｌｉｋａ Ｈｏｌｉｋａ（ホリカ ホリカ） 

「魔女の館」をコンセプトとして、高品質の機能性商品を販売する韓国の老舗コスメティック会社 

「ＥＮＰＲＡＮＩ」のセカンドブランドとして誕生した、韓国で大人気のコスメティックブランド。 

◆ 川崎店だけでしか揃えられないフルライン 

肌質、年齢、お悩みや目的に合わせたスキンケアライン、ＢＢクリームやベースメイクライン、 

カラーメイクアップライン等、合計 240 アイテムを一挙ラインナップ致します。 

※2011 年 3 月 17 日（木）リニューアルオープンする『ＲＯＳＥＭＡＲＹ日比谷店』でもオープンと同時に販売致します。 

◆ ローズマリーHP にて 2011 年 2 月 23 日（水）より特設ページ OPEN 

＜http://www.rosemary-web.com/＞ 

 
＜店舗に関するお問い合わせ＞ 株式会社 ヌーヴ・エイ ローズマリー事業部 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 10 階 

TEL：03-5428-2633 / FAX：03-3476-8751   

http://www.neuve-a.com/ 

＜商品に関するお問い合わせ＞ 株式会社 コスメ・デ・ボーテ 

 〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-1 Hagiwara BLDG1-4F 

  TEL：03-5449-8100 / FAX：03-5449-8102 



【ご取材に関するお問い合わせ】

株式会社 ヌーヴ・エイ ローズマリー事業部
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8番16号 渋谷ファーストプレイス10階
TEL：03-5428-2633 / FAX：03-3476-8751
http://www.neuve-a.com/
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ＲＯＳＥＭＡＲＹ 丸井川崎店 ニューオープン！

ローズマリー初の丸井出店となる「ＲＯＳＥＭＡＲＹ」が丸井川崎店
1階にオープンします。

「10,000 Items For You Beauty キレイを追求してやまないすべて
の女性へ」をコンセプトとしたローズマリーは、1983年吉祥寺に1号
店をオープンして以来、すべての女性を応援し、満足いただけるよう、
美しくなるための商品や、生活を楽しくするためのアイテムを女性バ
イヤーが中心になって独自の目で選び、さまざまな提案と情報発信
をしてきました。

川崎店では、従来のローズマリーで培った「入店しやすさ」「選びやす
さ」「買いやすさ」という販売のノウハウに加え、新規コスメティックブ
ランドを取り入れ、新たな付加価値を提供していきます。

「魔女の館」をコンセプトとした韓国で大人気のコスメティックブランド
『Holika Holika（ホリカホリカ）』を販売します。

肌質、年齢、お悩みや目的に合わせたスキンケアライン、Bクリーム
やベースメイクライン、カラーメイクアップライン等、合計240アイテ
ムを一挙ラインナップ。
日本では、川崎店のみフルラインを取り揃えています。

◆ローズマリーHPにて2011年2月23日（水）より『Holika Holika』
特設ページをオープンします。
＜http://www.rosemary-web.com/＞

◆2011年3月17日（木）リニューアルオープンする
「ＲＯＳＥＭＡＲＹ日比谷店」でもオープンと同時に販売します。

【ROSEMARY丸井川崎店】
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 丸井川崎1F
営業時間：11：00～20：30 ※日曜・祝日：11：00～20：00
TEL：044-200-0073

韓国発・日本初上陸ブランド
「Holika Holika」販売！

オープニングキャンペーン！

①ローズマリーポイントカード新規ご入会プレゼント！

入会費無料（通常税込105円）＆100円分のポイントプレンゼント！

②日本初上陸！韓国コスメ「Holika Holika」シートマスクプレゼント！

「Holika Holika」商品1点以上お買上げ先着1,000名様に『シートマスク』プレゼント！

＜期間：2011年2月23日（水）～3月13日（日）＞

※なくなり次第終了させていただきます。

2011年2月23日（水）
「ＲＯＳＥＭＡＲＹ 丸井川崎店」オープン！

【ご取材に関するお問い合わせ】

株式会社 ヌーヴ・エイ ローズマリー事業部
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8番16号 渋谷ファーストプレイス10階
TEL：03-5428-2633 / FAX：03-3476-8751
http://www.neuve-a.com/
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olika Holika                              」は美しくなりたいという願いを叶える魔法の呪文。

                               高品質の機能性商品を販売する老舗コスメティック会社

                           「ENPRANI」のセカンドブランドとして誕生。韓国女性から支持されてきた

                           老舗ブランドのノウハウが溶け込んだアイテムを、気軽に楽しめる

                           オリジナリティ溢れるブランドです。

「

お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
東京都渋谷区広尾1-3-1　Hagiwara BLDG1-4F　TEL 03-5449-8100　FAX 03-5449-8102 

ホリカ　ホリカホリカ　ホリカ



新触感

－２℃体感

アイスキューブ

         アクアスプラッシュ　

★ セラム   50 ml　2310円　***円

すがすがしい清涼感のある美容液。 

         

お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
東京都渋谷区広尾1-3-1　Hagiwara BLDG1-4F　TEL 03-5449-8100　FAX 03-5449-8102 

         アクアスプラッシュ　

★  アイスキューブ
6回分　　3ｍｌ×6　　840円

冷凍室から出したばかりの氷が肌にぴたっと

くっつく感覚の、ユニークなアイスキューブ型

スキンケア。アイスキューブで顔全体にぐるぐる

と円を描くようにマッサージしながら使います。

つめたい爽快感でひきしめながら、しっかり保湿。

         アクアスプラッシュ　

★  アイスマスクシート
　　　　1枚入　　20ｍｌ　　420円

暑いときはこのシートでヒンヤリ！

冷蔵庫に入れなくても、いつでもどこでも0℃の冷たさを

体感できるフェイス用マスクシート。マスクをつけた瞬間

氷点0℃まで冷たくなり、暑さでべたつく季節にぴったりの

ひんやりアイスシート。中パウチを割り１、２分後に開封

して肌につけると、冷却されたシートが肌をひきしめながら

美容液が肌をしっとりと保湿します。

      　　　 　　　　　　　　　　　　　　アクアスプラッシュ　

　　　　　　　　　★　エマルジョン　 150 ml　1890円

　　　　　　　　　　化粧水、セラムの後に使用する乳液。

         アクアスプラッシュ　

★ クリームスペシャルセット

クリーム　50 ml　/ トナー ＆ エマルジョン　各 20 ml 　　2310円　　***円

トナー、エマルジョン、クリームがセットになったベーシックラインセット。

クリーンで爽快な使い心地なのにしっとり！

アクアスプラッシュ シリーズ

天然水を使用した クリアーで爽快な使い心地のスキンケアライン

                 アクアスプラッシュ　

★　トナー
150 ml　　1890円

汗や皮脂などでダメージを受けやすい肌のコンディションを

整えてくれる清涼感のある化粧水。さっぱりと肌に浸透し、

スキンケアを怠りがちな夏にも、べたつきのない使い心地で

肌を爽快に保ち、乾燥から肌を守ります。

       アクアスプラッシュ　            
★ クールミスト 
 60 ml　　1575円

肌にサっとスプレーすれば 水分チャージ！

化粧水としても、メイクアップした後でも、

乾燥を感じたら いつでもどこでも

使えるミストスプレー。  



お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
東京都渋谷区広尾1-3-1　Hagiwara BLDG1-4F　TEL 03-5449-8100　FAX 03-5449-8102 

 バラの恵みで うっとり肌へ！

ブルガリアンブロッサム シリーズ

ブルガリアンローズを贅沢に使用したリッチなスキンケアシリーズ。

      ブルガリアンブロッサム

★ ミスト   100 ml　　2520円

 ブルガリアンローズウォーターを贅沢に配合したミスト。合成着色料・

 香料は使用しておらず、マイルドな使用感。高貴なローズの香りで

 肌にすっとなじみます。

      ブルガリアンブロッサム

★ セラム 　50 ml　　3150円

ローズエッセンシャルオイル、ローズウォーター、シアバター

などの保湿成分が配合され肌から水分が奪われるのを防ぎ

柔らかい肌へと導く美容液。有機農場で栽培された５種類の

植物種子オイルが肌をこっくりと保湿、保護します。

      ブルガリアンブロッサム

★ ペタル トナー　　150 ml　　2625円
バラの恵みがぎっしりつまった贅沢な化粧水。

     ブルガリアンブロッサム

★ アイクリーム   30 ml　　3150円　　3000円

ブルガリアンローズウォーターとローズエッセンシャルオイルが配合され、

乾燥が気になる目元をケアします。目尻に塗ることで、ハリと弾力を与え 

皮膚を柔らかくしてくれるバームテクスチャーのアイクリーム！

     ブルガリアンブロッサム

★ ペタル モイスチャーマスク  100 ml　　2520円

ローズの花びらを閉じ込めたフェイス用マスク。洗い流すのがもったいない

くらい。肌に元気がないと感じるとき、化粧のりやハリが

気になるときなどに使用してください。洗顔後に水分

がやや残った状態で肌につけ、10分～15分置いて

使用しても、軽くマッサージしながら使用してもOK。

     ブルガリアンブロッサム

★ クリーム   50 ml　　3150円

ローズのビューティエッセンスをそのまま閉じ込めたクリーム。

      ブルガリアンブロッサム

★  パーリークリーム　スペシャルセット 
クリーム　50 ml　/ トナー＆エマルジョン　ミニサイズ　各20 ml

3150円

パールが配合されて肌に自然なツヤを与える

クリームにミニサイズの化粧水とエマルジョンが

ついたベーシックラインセット。

      ブルガリアンブロッサム

★ エマルジョン  150 ml　　2625円

ヒアルロン酸やβ‐グルカンが肌に保護膜をつくり、ローズウォーターで

潤った肌に水分を閉じ込めます。また、はちみつも配合されているので、

ハリのあるみずみずしい肌へと導きます。

バラの花びら入り！

       フルーツシャイン

★  シート 1枚入  8ml　220円

角質オフできるフェイスシート。袋状になっている

シートに指をはめて顔をやさしくこすります。

グリーンアップルのフルーティな香りにも癒されます。

       フルーツシャイン

★  トナー  150 ml　　2100円

コットンなどに浸み込ませてふきとれば、保湿しながら溜まった角質もオフ。

       フルーツシャイン

★  エッセンス    50 ml　 2520円

リンゴ果実エキスが配合されているエッセンス。角質をケアしてやわらかくなった肌に。

       フルーツシャイン

★  クリーム   　50ml　　2520円　　

        角質をケアしながら、肌のキメを整えながら保湿してくれるクリーム。

       フルーツシャイン

★  ジェル   130 ml　1890円

角質をオフするジェルタイプのアイテム。洗顔後に肌にのせて、

円を描くようにくるくるとマッサージ。優しい使い心地で、洗い

流すと もっちりとしたつるつる肌に！

       フルーツシャイン

★  スクラブフォーム   150 ml　　1575円

目に見えない細かい粒子のスクラブが古くなった

角質を浮かせて、洗い流す洗顔フォーム。

      フルーツシャイン

★  シリアルスクラブ     　120 ml　　1890円　　

カラスムギなどのスクラブ成分が配合されたスクラブ入り洗顔フォーム。

マッサージしながら使って、キメの整った肌へ導きます。

フルーツみたいにツヤピカ肌になりたい！

フルーツシャイン　シリーズ　　

フレッシュなリンゴのように、はちきれそうな弾力とツヤのある肌をつくるための、

ピーリングスキンケアライン！

       フルーツシャイン

★ スクラブソーダ 100 ml　　1680円

       さくさくとしたリンゴのような質感のシャーベットベイキングソーダスクラブ！

       細かい粒子が毛穴の奥の汚れまでケア。肌の表面に溜まった古い角質を

　　　 優しく 除去し、輝くリンゴの表面のように、ツルすべ肌に！



       プランピングハート 

★ エッセンシャルエマルジョン 
150ml　　1995円

マリンコラーゲン成分とスウィートアーモンド種子

成分が肌の油分と水分のバランスを整え、なめ

らかでふっくらした肌のキメに整えてくれる乳液。

       プランピングハート 

★ ハートラインエッセンス　
50ml　　2520円

弾力ある肌をキープしてくれる美容液。

指で肌をおすと押し返されるような

形状記憶テクスチャーで、肌をみずみずしく。

       プランピングハート 

★ Ｖラインマスク  
1　枚入  20ml　420円

週に１～２度 フェイスマスクで集中ケア。

 

お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
東京都渋谷区広尾1-3-1　Hagiwara BLDG1-4F　TEL 03-5449-8100　FAX 03-5449-8102 

      プランピングハート 

★ エッセンシャルトナー
150 ml　　1995円

肌のキメに沿ってやさしくパッティングすると、

べたつかないのに肌をしっかり保湿してくれる化粧水。

 

      プランピングハート 

★ ハートラインクリーム 
50ml　　2520円

女性が一番うつくしく見える"フェイス美ライン"

をサポートするクリーム。朝晩のお手入れ

時にあごの下から上へ持ち上げるように

マッサージしてください。

ほっぺはふっくら、フェイスラインはスリムに。"ハートライン"で愛され顔に

プランピングハートシリーズ

マリンコラーゲンで肌の弾力アップ！フェイスラインをスリムに整えながら、

ふっくらと愛らしい頬になりたいという願いを同時に叶えたい、そんなよくばりな

女心をくすぐるスキンケアライン。

年齢を重ねた肌にハリと潤いを

スーパー RTシリーズ

レチノールとコラーゲンが出会って、弾力とハリのある肌へと導くスーパーレチノシリーズ。

べたつかず、重くならないのに、肌にぴったりとつく質感で、気になる部分にとどまることで集中ケア。

       スーパーRT　

★ コラーゲンフィラー 
15 ml　　4935円

コラーゲンがレチノールと出会って、紫外線や乾燥などに

よる細かい目元口元のシワにハリを与える美容液。

       スーパーRT　

★ ヒアルロン酸フィラー
15 ml　　4935円

ヒアルロン酸を肌の外から補って潤いを与えます。

ぷるんと弾けるような

弾力のあるジェルクリーム

指でやさしくおしてみると・・・

→



お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
東京都渋谷区広尾1-3-1　Hagiwara BLDG1-4F　TEL 03-5449-8100　FAX 03-5449-8102 

      プディングバブル

★ バブルクレンザー　120　ｍｌ　　1890円

手にとったときはジェル状なのに、顔にぬっているとじわじわと泡が出る不思議なクレンザー！

濃密な泡がメイクや肌表面の汚れを包み込んでオフするクレンザー。肌にハリを与えながらやさしく洗い上げます。

ダブル洗顔の必要はありません。すっきりと洗い流すのに、洗いあがりはつっぱらずにもっちり！

      プディングバブル

★ クレンジングフォーム　120　ｍｌ　　1890円

濃密な弾力のある泡で楽しくクレンジング！ホイップクリームのようなバブルが肌の汚れを包み込みます。

ミルクプロテイン（加水分解乳タンパク）が肌をしっとりとさせてくれるので、パックとしても使えます。

乾燥肌や敏感肌の方にもおススメです。

      プディングバブル

★ バブル　ピール　120　ｍｌ　　1890円

やさしく泡が包み込んで肌の角質をケアします。お米抽出成分（米ぬかエキス）が、肌のキメを整えつるつる肌に。

毛穴につまった角質なども洗浄し、肌をこすることなく、透明感のある肌へ

      　スノーホワイト

★ 　 トナー　150 ｍｌ  2520円　
スーっと肌に馴染み、古い角質がたまっている肌を

柔らかく柔軟にしてくれます。

      　スノーホワイト

★ 　クリーム　50 ｍｌ  2940円 

乾燥肌が気になるシーズンや乾燥肌にはエマルジョンの

あとにクリームをぬることで、肌の水分がしっかりとキープ

されます。

      　スノーホワイト

★ 　フォームクレンザー　120 ｍｌ  1575円 

ふわふわの雪のように きめこまやかな泡で肌をつつみこむ

クレンジングフォーム。

      　スノーホワイト

★  フリュイドエマルジョン　150 ｍｌ  2520円 

べたつかずに、もっちりとした肌に仕上げる乳液。

      　スノーホワイト

★ 　インテンシブセラム  50 ｍｌ  2940円  

化粧水で柔らかくなった肌に。使い続けることでキメの

整った透明感のある肌へと導く美容液。

      　スノーホワイト

★ 　エッセンス 15 ｍｌ  2940円 

日焼けや紫外線などで、肌のゆらぎがより気になる部分

につけることでスポットケアしてくれます。肌に塗るという

よりは、肌にしっかりと塗りこむように使用してください。

       スノーホワイト

★ 　マッサージマスク 120 ｍｌ  1890円 

お肌を軽くマッサージしながら使うことで、マイクロビーズ

が古くなった角質をケアしながらすき通るような、みず

みずしい肌へ導きます。

      スノーホワイト

★  マジックフィルムマスクシート 1回分  630円 

エッセンスによる集中ケアとシートマスクの

２段階ケアが出来るフェイスマスク。使い方は

step1のシートを特に気になる部分にのせて、

step2のシートマスクを1のフィルムの上に

重ねて乗せて使います。

スノーホワイト シリーズ

山の雪解け天然水と、雪の中で花を咲かせるアドニスの

花 か ら 抽 出 さ れ る エ キ ス 、 森 の 女 王 と 呼 ば れ る

シラカバ樹皮のエキスが配合されたスキンケアシリーズ。

肌 に う る お い と 透 明 感 を 与 え て 、 白 雪 姫 の よ う な

クリアーな肌へ。

プディングバブル シリーズ

プリンのようにしっとりとしたエッセンスを顔に広げると細かい酸素の泡が発生して 肌の汚れや古くなった角質をケアしてくれる

シリーズ。甘い香りと、じわじわと出てくるバブルがやみつきに！また、オートパックとしても使えるので１～２分肌にホイップ泡を

のせておくだけで 肌にキメを与え しっとりとさせてくれます。
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     　 エッグスキン

★　ファーミングエッセンス
50 ｍｌ  2310円

形状記憶 高分子ジェルと、マイクロ

コラーゲンが広がった毛穴をキメ細かく

ハリのある状態へと導いてくれる毛穴

エッセンス。気になる毛穴をひきしめて、

つるつるな状態へとコンディションを

整えます。

      　エッグスキン

★　セバムセラム
25 ｍｌ  1890円

一日中すべすべ！べたべたTゾーン

の強い味方！皮脂コントロールパウダー

が過剰な皮脂だけでなく 皮脂が原因と

なって起こる肌のゆらぎまでケアして

くれます。午後になっても肌のテカリが

気にならず、すべすべのTゾーンを

キープしてくれるTゾーン用セラムです。

      　エッグスキン

★ 　クールトナー　

150 ｍｌ  1890円

使用前に振るとジェルが、冷たいアイストナーに早変わり！さわやかな

クーリング感で、肌をひきしめます！冷たい水でパッティング

マッサージをしたように、さわやかでクリアなクーリング感で、広がりが

気になる毛穴を引き締めてくれます。毛穴のないつるつるの肌に

整えてくれる化粧水です。

      　

★ 　すべすべソープ
各　50　ｇ　 / 4個セット　2835円 / 2個入　1575円（各種）

卵白を配合した石鹸！きめ細やかで濃密なホイップ泡が顔全体を包み込み、古くなった角質や

皮脂を浮かせて絡めとります。洗顔石鹸として使用することのほかに、泡を顔の上にのせて１分

ほど置いて洗い流すことで、フェイスパックとしても使用でき、毛穴をひきしめて保湿する

のでまるでむき卵のようななめらかでキメ細かい肌へと導きます。

　　　　　シークレットソース

★ ハイドロトナー　150 ｍｌ  1995円

スキンケアで基本となるのが、トナーでの水分補充。

たっぷりと肌になじませて下さい。

　　　　シークレットソース

★ ハイドロセラム　40 ｍｌ  2520円

トナーで整え、保湿効果のある美容成分をたっぷり

受け取りやすくなった肌に。

　　　　シークレットソース

★ ハイドロジェルクリーム
50 ｍｌ  2520円

肌に水分をしっかり閉じ込めるクリーム。

　　　　シークレットソース

★ ハイドロアイクリーム　30 ｍｌ  2520円

乾燥や刺激に弱く、皮膚のうすい目の周りをしっかりと保湿してくれます。

　　　　シークレットソース

★ ハイドロエマルジョン　150 ｍｌ  1995円

肌に保護膜をつくり、肌内の水分をとじこめ、

うるおいのある肌を持続させてくれます。

　　　　シークレットソース

★ ハイドロクリーム　50 ｍｌ　　2520円

水分を補給した肌に弾力とハリの効果を与える美容液。

エッグスキンシリーズ

まるでむき卵のようなつるつる素肌に。毛穴の中に残っている角質、老廃物、

皮脂を、きめこまやかで濃密なホイップ泡がすっきりと絡めとります。

シークレットソース シリーズ

乾燥肌・みずみずしさや弾力が気になる方におすすめの高保湿

スキンケアライン。砂漠のような過酷な環境下でも そのたくましい

生命力で激しい乾燥や日照りから自らを守っている自生植物のエキス

を配合することで 肌のうるおい力をサポートし、弾力のある肌をつくります。

☆配合成分☆

サボテンエキス（セレウスグランディフロラス花エキス）

バオバブ果肉エキス、エリコノバラの通称で知られるアンザンジュエキス

●　エッグソープ

毛穴タイトニング

●　堅炭エッグソープ

皮膜＆肌トラブル防止

●　緑茶エッグソープ　

水分＆角質ケア

●　黄土エッグソープ

老廃物クリア
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マリンディープ　クレンジングシリーズ

天然のミネラルが豊富な湖の塩や、温泉水を配合したクレンジングライン！肌の水分をうばうことなく、ばっちりメイクもやさしくオフ。

やわらかく、キメの整った肌へと導きます。

セバムスポンジ　シリーズ

天然のミネラルが豊富な湖の塩や、温泉水を配合したクレンジングライン！

肌の水分をうばうことなく、毛穴の奥の汚れもオフ。やわらかく、キメの整った肌へと導きます。

　　　　マリンディープ

★ クレンジングシート

64 枚入　　1470円　　***円

美容液を含ませたメイクオフシートは、

手早くメイクを落としたい時、外出先

などにおすすめ。

      セバムスポンジ

★ クレイフォーム

150 ml  1575円　　***円　　

過剰な皮脂をコントロールし、細かい泡が汚れや

古くなった皮脂をつつみこんで洗い流してくれる

クレンジングフォーム。使い方は、泡立てた後 

軽くマッサージし洗い流します。また、スペシャル

ケアとして週に１～２回 水気をよくふき取った状態

で顔全体に厚めに塗ります。５分ほどおいて洗い

流せば つるつる肌に。クレンジング兼クレイパック。

      セバムスポンジ

★ パウダーウォッシュ

75 mg　　1680円  ***

適量を手にとり、少しずつ水を加えながら

泡立てて洗顔します。週に１～２度の

スペシャルケアとして、通常使用量の

約倍を手にとり十分に泡立てた後 筆などを

使って顔全体（目や口を除く）にのせます。

５分ほど置いて洗い流してください。

ブツブツ毛穴・・厚塗りはイヤだけどどうにかしたい人におススメ！

ジューシーハワイ　シリーズ

パイナップル、パパイヤ、マンゴー、バナナ、ココナッツなどの

果物エキスを配合した香り豊かなフルーティなクレンジングシリーズ！

気分に合わせてフレーバーを選べば、バスタイムや洗顔をする

のが楽しくなります。

★選べる５つのフレーバーはストロベリー、キウィ、バナナ、オレンジ、グレープ。

      ジューシーハワイ

★　クレンジングフォーム  150ml　　840円

      ジューシーハワイ

★　クレンジングクリーム  150ml　　1050円 

      

ストロベリー

毛穴の開きや肌の水分・

油分のバランスが気になる時。

キウィ

肌トラブルが

おこりやすい時に。

バナナ

乾燥が

気になる時に。

オレンジ

皮脂やべたつきが

気になる時に。

グレープ

肌のごわつき・

弾力不足が気になる時。

マリンディープ

★ クレンジングフォーム  150 ml　　1575円　 10g　　***円

きめこまかい泡立ちで、肌のキメに入り込んだ

メイクや汚れを浮かせて洗い流します。

マリンディープ

★ クレンジングオイルジェル 150 ml　　2310円

ジェルタイプの化粧落とし。水気のない状態で肌に塗り、

やさしくマッサージしながらメイクを落とします。

マリンディープ

★ クレンジングオイル  150 ml　　2835円

ウォータープルーフのマスカラや、濃いメイクの日でも、

すばやくメイクに馴染み すっきりと洗い流します。

マリンディープ

★ クレンジングミルクオイル  150 ml　　2520円

顔の肌表面に直接手が触れないくらいたっぷりとミルク

をメイクになじませることで、メイクをうかせて落とします。

敏感肌や乾燥肌の方にもおすすめ。 

      ジューシーハワイ

★　クレンジングシート 　100枚入　　1050円　

         　S（ミニサイズ）　 30枚入　　　630円

★　リップ＆アイクレンジングシート

 ジューシーハワイ

S（ミニサイズ）　 20枚入　　　630円



ハローホリカ

キレイの呪文をかけてくれる子猫がモチーフになった 使うのがもったいないくらいかわいいブラッシャー。
６色のカラーバリエーションが思い通りのスキンカラーコントロールをしてくれます。
微粒子のラメがきらめきを与え、上品なメイクが完成。
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★トゥウィンクリング キトゥン

10g　　3150円

肌の赤みをおさえたいときは外側のカラーを

タッチし、ワントーン明るい肌色に見せたいときは

全体的にタッチ。また、イエローベースの肌色

の方は猫の部分をタッチすることでカラー

コントロールできます。

★ブリーズ キトゥン 

10g　　3150円

 明るく元気な印象のコーラルピンクの頬を演出

 したいときは、左から右へタッチして。女の子

 らしい可愛い頬を演出するときは、猫を中心に

 タッチ。顔全体をいきいきと見せたいときには

 大きく円を描くように外側のカラーをタッチして

 使います。

ブツブツ毛穴・・厚塗りはイヤだけどどうにかしたい人におススメ！

ポアカバー シリーズ

厚塗りしなくても、でこぼこイチゴ毛穴をしっかりカバーして、陶器のような肌へ！

        ポアカバー 
★ ムース ＢＢバーム    30ml　　2310円
      ムースタイプの軽いＢＢクリーム。余分な皮脂を吸着するので、

      メイク崩れも防ぎます。

     （全２色　01 ライトベージュ / 02 ナチュラルベージュ）

メイクのりが・・・・　そんな時のレスキューアイテム

メイクアップスターターシート

1枚入　　220円　
毛穴と角質のケア、モイスチャライジング

効果をシート１枚で！化粧のりをＵＰさせる

理想的な肌コンディションを作る新概念

メイクアップスターター。使い捨てシート

タイプで、手軽にメイク前の理想的なスキン

ベースができあがります。ＡＨＡや海草抽出

成分が肌の角質をケアし、コラーゲンや

植物エッセンシャルエキスが肌に潤いを

与えてなめらかでしっとりとした皮膚状態に整えます。シートは袋状で指

をはめた後、最初にドットがある面で肌のキメにそってやさしく拭うようにして

角質をオフしたあと、柔らかい方の面で軽くパッティングをするように美容液

を肌になじませます。

ピーチガールＢＢクリーム 
ＳＰＦ37 ＰＡ++ 

50ｍｌ　　2520円

カバー力のあるＢＢクリームにくわえ、蓋を

あけると、チークにもリップに使えるカラー

入り！ベースメイクと、ポイントメイクがこれ

一つで同時にできるアイテムです。

なめらかな使い心地で、ピーチカラーの

チークとして使えば少女のような

かわいらしい印象に！

     ポアカバー 
★コンパクト  12g　 2520円

過剰な皮脂を抑えて、長時間すべすべ肌をキープ。

ＳＰＦ値２５

     ポアカバー 
★ムーススターター  100ml　　2520円

ムースタイプの下地。肌に密着して毛穴をカバーし、メイクの

密着力をアップさせます。ライトな質感なのに吸着力のある

化粧下地。ピンクのムースもキュート。

     ポアカバー 
★ＢＢパクト  12g　　2310円

乾燥を防ぎながら、しっとり肌をキープしてくれる

パクトタイプ。ＳＰＦ３５も嬉しい。
（全２色　01 ライトベージュ/ 02 ナチュラルベージュ）

      ポアカバー 
★コンシーラー  10g　　1890円

部分的な肌のでこぼこを隠したいときはコレ。

ファンデーション前に塗ることで、でこぼこ毛穴を

スムーズにしてくれるコンシーラー。

チークやリップに
使えるカラー
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フェイス ２ チェンジ　シリーズ
       フェイス ２ チェンジ                               フェイス ２ チェンジ

★ リキッドローラーBB　ｖｓ　ローラーBBバーム　　30 ml　　***円  100 ml　　***円

うすく均一に広がるローラータイプの新概念ローラーBBシリーズ！フェイスカーブにも

ぴったりフィットするので、手を汚すことなく思いとおりにぴったりとカバー。全2色

　　　　　01 ライトベージュ　　　　　　　　02　ナチュラルベージュ

★ クリームスターター
50 ml　　2310円　　　　　　　　　　　　　　***円
スキンケア機能のある化粧下地。

しっとりとしたのびのよい質感で、

どんなタイプのファンデーションを

使っても肌を綺麗にみせてくれます。

　　　　　フェイス ２ チェンジ

★ スラリーパクト
    SPF36 PA+++ 
3360円100 ml　　***円
肌に弾力を与えるエッセンスに、パウダーを加える

という処方で作られた新概念のパクト。

より肌に密着し、しっとり感が持続します。

　　　　　01 ライトベージュ

　　　　　02　ナチュラルベージュ

       フェイス ２ チェンジ

★ アイパレット　　3150円 
カラフルなシャドーとスモーキーカラーを組み合わせることで、

普段使いからパーティまで対応する「カラフルスモーキーパレット」と、

スモーキーアイメイク初心者でも簡単にスモーキー

メイクを楽しめる「デイリースモーキーパレット」。

　　　　　フェイス ２ チェンジ

★　シアーリップスティック 
1890円100 ml　　***円
唇の上でガラスの玉がとろけるように

発色する、滑らかな使い心地のリップカラー

　　　　　RD806　レッド

　　　　　PP704  ムーンライトパープル　

　　　　　BR504　スモーキーピンク

　　　　　PK120　グローリーピンク

       フェイス ２ チェンジ

★　ダイヤルグロス　　1680円

唇にフィットするアプリケーターで、透明感のある輝きとフルーツのようなカラーで

弾むような唇に。フローラルブーケの香りでうっとりリップに。

　　　　　01  バーンレッド・・・情熱的に発色して唇を健康的に見せてくれます。

　　　　　02  スターコーラル・・・鮮やかなアプリコットカラーでプランピーな唇に　

　　　　　03  ファンキーパープル・・・深みのあるベリーカラー　

　　　　　04  シャインピンク・・・なめらかに唇にとろけるガーリー色

       フェイス ２ チェンジ

★ スターポット　1365円 100 ml　　***円

　　　　　01  ホワイトシルバー・・・目頭や目の下の淵に沿って塗ると、うるうるした澄んだ瞳を演出し、デカ目効果もＵＰ

　　　　　02  バイオレットブルー・・・スモーキメイクアップなどの濃いアイメイクの上に重ねづけすると、華やかでセクシーな目元に。

　　　　　03  ゴールドブロンズ・・・目元をより引き立てて見せるパール感がほしいとき、大人っぽいフェミニンな目元に仕上げたい時に。

● ボタンでリキッドの量を調節しながら

　　肌に塗布できる、ローラー一体型容器！

● モロッコ地方に生育する希少なアルガン

　　オイルとハワイ島の海洋深層水を配合し、

　　みずみずしい肌をキープしながらしっかり

　　カバー

● きちんとカバーするのに、自然な仕上がり

　　のツヤ肌へまるで素肌のようにクリームが

　　肌に密着し、自然でいきいきとした肌に

　　仕上げます。

● パクトにセットされているローラーパフで

　　肌に塗布するバームタイプのBB！

● 加水分解シルクが配合され、肌をなめらか

　　ですべすべにしながらしっかりカバー

● 毛穴のない、すべすべマット肌へ重ねづけ

　　しても、ムラや厚塗りにならず 薄づきで

　　ナチュラルな肌に仕上げます。

カラフルスモーキー

デイリースモーキー

★★★

筆で塗った時
★★★★★

ローラーを使用した時

★★

指で塗った時

リキッドローラーBB
SPF15　PA＋

ローラーBBバーム
SPF30

フェイス ２ チェンジ

3360円3150円

VS



お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
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★　ＢＢクリーム　SPF20 PA++ 

60 ml　　2520円
軽く薄くのばすことで肌にうるおいをチャージしながら、

きれいに肌表面をカバーします。全２色　

　　　　　01 アクアベージュ　　　　　　　　02 アクアニュートラル

       アクアプチジェリー　 

★　スターター　　50 ml　　2520円150 ml　　***円

肌に潤いをツヤを与えながら、メイクのりのよい状態に整えてくれる

スターター。ぷるぷるとしたジェリーのようなテクスチャーは肌に

スっとなじみ、紫外線によって肌水分が奪われるのを防ぎます。

       アクアプチジェリー　

★　ティント　　60 ml　　1155円　
クリーミーな使い心地のティント。リップでもグロスでも

ない使用感で、唇を保湿しながら鮮やかに発色して

華やかな印象に。全３色

          01  チェリーデザート　　　　　　　　02  ベリーデザート　

          03  ピーチデザート

　

       アクアプチジェリー　

★　ブラッシャー　　8 ml　　1785円

もぎたてのフルーツをそのままブラッシャーにしたような鮮やかな発色。

クリーミーなのにつけるとさらさらとした仕上がり。アップルゾーン

（笑った時に一番高くなる頬の部分）になじませて使います。全２色

　　　　　01 ラズベリー　　　　　　　　02 シトリン

       アクアプチジェリー　

★　クリームシャドウ　　7 ml　　1785円

プルプルとした不思議な触感！宝石のようなきらめくパールが

乾燥しがちな目元の肌をしっとりさせながらきれいに馴染みます。

適量を軽くポンポンとまぶたにのせるようにつけます。

全２色　

       アクアプチジェリー　

★　トリプルキット　　2835円
150 ml　　***円
シトリンパープル

Ｔゾーンなど立体感を出したいところにハイライトとして使用したり、指などを使って

アイシャドーとして使うこともできます。

アシードコーラル

付属のスタンプパフで頬を中心にポンポンとおくようにつけてブラッシャーとして使用します。

また、アイシャドーとして使用することもできます。

マリンアップル

指先にとって、リップバームとしてお使い下さい。

まぶたにつけてアイグロスとしても使用できます。

カラーチェンジBB　　35　ml　　2940円

チューブからクリームを手にとると、白色なのに 肌になじませると自分の肌の色になじむ色へ

と変化するＢＢクリーム。パールパウダーが配合されていて、きめの細かい肌に見せてくれます。 

クリーンで爽快な使い心地なのにしっとり！

アクアプチジェリー　シリーズ

ミネラル豊富なアラスカの氷河水をベースに、フルーツから

抽出されたエキスを配合した、クリームでもリキッドでもない

プルプルとした新感覚のジェリーテクスチャー！

うるおい感はしっかりあるのに、べたつかず さっぱりとした

使い心地のシリーズです。  
       アクアプチジェリー　          

01アクアシルバー　                         02 アクアブルー



お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
東京都渋谷区広尾1-3-1　Hagiwara BLDG1-4F　TEL 03-5449-8100　FAX 03-5449-8102 

機能付きＢＢクリーム　シリーズ！　　各　1155円

      プチＢＢ

★ エッセンシャル 
    SPF30 PA++ 
30 ml　　***円
コラーゲン配合で、ハリと弾力を

与えながら、しっかりカバー。

       プチＢＢ

★ シマリング 
     SPF45 PA+++

 

30 ml　　***円
ワントーン明るい肌を目指す方に。

真珠パウダーが配合され、

繊細な光がきらめくＢＢクリーム。

パーティーシーンにもおすすめ。

      プチＢＢ

★ クリアリング 
    SPF30 PA++

 

30 ml　　***円
ティーツリーオイルが配合され、

皮脂バランスを整えながら

クリアーな肌に。

       プチＢＢ

★ ウォータリー
    SPF25 PA++

30 ml　　***円
のびのよい使用感で、肌の乾燥を

防ぎます。透明感のある仕上がりに。

      プチＢＢ

★ モイスチャー 
     SPF30 PA++

 

30 ml　　***円
肌トーンを均一にしながら、

ヒアルロン酸がしっかり

肌を保湿。つややかな肌に。

クリームシャドウ ＆ プチライナー  1890円

パールをちりばめたアイシャドウと、計算されたコンビネーションカラーのプチ・アイライナー！

使いやすいカラーバリエーションがそろって、ファッションや気分に合わせて使いわけられます。

クリームアイシャドウなので、乾燥しがちな目元にもしっかりと密着し、美しく発色します。全６色 

                                                                

ホリーベリー　シリーズ

ベリー系の甘い香りで、見た目もキュートなポップカラーのリップシリーズ。

チップをつかって唇にポンポンとカラーをおいたあと、まんべんなく唇になじま

せると、たっぷり保湿しながら、弾むようなジューシーな唇に！まず、ティント

を唇のふちからはみ出さないように中央に塗り、色をつけます。その上から

ジェリーティントを重ねると、ぷるぷるのグロス感を楽しむことができます。

透明感を楽しみたいときはティントのみの使用もOK！

                    

プチライナーは小さいけれど、

実力は抜群！

目元にクリームシャドウを塗り、

アイラインに沿ってラインを

引いてください。

 01 ストロベリー

フレッシュで鮮やかな発色の

ストロベリーピンク

02 ラズベリー

かわいすぎず大人っぽすぎない

ベリーピンク

03 オレンジベリー 

顔色を明るくみせてくれる

チアフルオレンジ。

ティントを塗布した上から

ホリーベリージェリーティントを

重ねると、果実のように

プルプルとした唇が完成します。

何も塗っていない状態の

唇です。
ホリーベリー ティントを使用。

フレッシュで鮮やかなカラーが

つきました。単品使いもＯＫ！

       ホリーベリー

★ ティント  1155円

       ホリーベリー

★ ジェリーティント  1155円

　 100ml　　1500円

瞼の広い部分に均一にクリーム

シャドウを塗ります。肌になじみやすく、

きらめくパール感で美しく発色します。

目のラインに沿ってプチライナーを

使うことで、瞳をより大きく 印象的な

目元に仕上げます。

 01 グリーン            02 ブルー            03 ピンク             04 ピーチ            05 ブラウン           06 ブラック

① ②

① ②

③
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     ダークサークルカバーリング

★ アイコレクター　1575円

コンパクトタイプのコンシーラー。

アイメイクの下地として使います。

アイシャドウののりや発色をよくします。

     ダークサークルカバーリング

★ マルチカバー　2310円

パレットタイプのハイライト付きコンシーラー

目の周りを明るく,綺麗な印象に。

　　　　レモンスクリーン

　　　　ラベンダースクリーン

★ ゴーグルマスク 　1枚入　15ml 630円

目の周り専用の目元ぷるぷるシート！目の周りの

乾燥をケアしたいときは、ユニークなゴーグル型の

アイマスクで集中保湿ケア！透明なフィルムシートを貼り付けて

20分ほど置けば、いきいきとしたハリのある目元に。

      ダークサークルカバーリング

★ スティックカバー　1365円10g　　***円　　

目の周りの隠したい部分を綺麗に隠してくれるコンシーラー。

塗りやすいスティックタイプ。SPF30

ナチュラルベージュ　　ナチュラルピンク

★ 　トリプルアイリーム　2835円　
目の周りの肌を保湿し、紫外線や乾燥などの影響を

うけてできたシミやシワにハリと潤いを与えます。

メイクアウィッシュアイズ シリーズ

カラーバリエーション豊富なアイシャドウシリーズ！まぶたにヨレずに

密着し、綺麗に発色します。自分だけのカラーバリエーションを楽しんでみて！

ピンクブルーム　シリーズ

毛穴や赤みなど 隠したい部分をしっかりとカバーし、白く透明感のある赤ちゃんの肌に仕上げてくれるベースメイクシリーズ！

ダークサークルカバーリング シリーズ

目の周りのスキンケア・カバーメイクに特化したシリーズ。乾燥しやすく紫外線などの影響を

うけやすい目元の肌に潤いを与え、またクマや目の周りのシミ・シワ・そばかすなどを綺麗に

カバーしてくれるラインナップ。スキンケアとカバーメイクのアイテムを併せて使うとより効果的です。

      ピンクブルーム

★ ベース　 65 ｇ　　2100円　

サラサラとした感触で ヨレを気にすることなく、次に塗るBBクリームや

ファンデーションの肌へののりをよくしてくれます。

      ピンクブルーム

★ BBクリーム　モイスチャー、ライト

50 ml　　1890円

肌に潤いを与えながら、気になる部分をしっかりカバーする

ので、過剰な皮脂浮きを防ぐモイスチャータイプと、

より明るく透明感のあるベイビースキンに仕上げる

ライトタイプの２種類。

　　　　ピンクブルーム

★　パウダー　 50 ｇ　　2310円　

　

　　　　 ピンクブルーム

★　パクト　 35 ｇ　　2520円　

仕上げにつけるパウダー。思わず触りたくなるような肌に仕上げます。

使用感はお好みでパウダータイプかパクトタイプを選べます。各2色

マット

メタル

ベーシック

BR505 ダスティ ブラウン BR506　ダスティ チョコレート GE101 ダスティ グレー WH103 ダスティ ホワイト

GD101 ミステリー ゴールド GR406 ミステリー グリーン PP704 ミステリー パープル SV104 ミステリー シルバー

BL602 スプラッシュ ブルー GR402 ミントシャーベット PP703 ハローパープル BL604 ミッドナイト ドラマ

GR403 ミステリアス SV101 ムーンオーラ YE301 レモネード OR201 サニールック

SV102 スパークル BL902 シークレットエージェント BR501 パラダイス サンド WH101 スノーホワイト

PK103 エンジェルハート WH102 エンジェルルック BR502 エアリーハーベスト PK104 ミモザダンス

BR503 ココア PK105 パンクナイト BR504 チョコレート PP701 ラベンダー

★　マット　1050円 / ★　メタル 1050円 / ★　ベーシック 840円



気分はロマンチックなラブストーリーのヒロイン？！

エナメルメロムービー シリーズ

アイメイクに物足りなさを感じたら

ディープアイ メイクアップシリーズ

深みのあるアイメイクにこだわったアイメイクアップ専用ラインアップ。

　　● ディープアイ ベースマジカラ ●

　　　1260円

       マスカラを塗る前のベース。細いまつげに

      ボリュームを与え、マスカラの効果を

      高めてくれます。

　　● ディープアイ ロング＆セパレートマスカラ ●

**1890円ml　　***円

     一本一本のまつげを長くくっきりと。

     セクシーなまつげを作ります。

　　● ディープアイ マジカララッシュセラム ●
**　1680円

     やっぱりアイメイクは、コシのある自分の

     まつげから！マスカラのりのよいハリの

     あるまつげをサポートする まつげ美容液。

お問い合わせ先： （株）コスメ・デ・ボーテ
東京都渋谷区広尾1-3-1　Hagiwara BLDG1-4F　TEL 03-5449-8100　FAX 03-5449-8102 

● エナメルメロムービー ジェルアイライナー ●

     1890円

ブラシ一体型のジェルアイライナー！

持 ち 運 び に も 便 利 。 水 は 皮 脂 に

流れにくいウォータープルーフ処方。

真珠パウダーが配合されているので、

まばたきをするたびに上品な輝き。

 （全４色　01 メロブラック  / 02 メロブラウン

　            03メロパープル / 04メロブロンズ）

● ディープアイ カーリングマスカラ＆リキッドライナー ●

　2520円

キュートなカールをキープするカーリングマスカラと瞳を

際立たせる漆黒のリキッドアイライナーが

一本になった便利なアイテム。

● エナメルメロムービー パウダーブロー ●

    4g　　1050円

ペンシルなのにパウダーのような

なめらかな描き心地。

濃くなりすぎたりするのを気にせず、

自然な眉毛を描く

ことができます。使いやすい３色。

（全３色　01メロブラック/

02メロブラウン/03メロブロンド）

 
 

S字ラインのブラシ

なめらかな描き心地で

細いラインも太いラインも

思い通りに★

● エナメルメロムービー マスカラスペシャルセット ●

     (　リムーバー20ｍｌ　)

     2520円

マスカラとポイントメイクアップリムーバーがセットになったヒロインキット。

映画のヒロインのように、涙を流しても つけたての状態を長時間キープ。

隙間のない濃密なまつ毛に仕上げます。

また、ホリカホリカだけのＳラインブラシが短いまつ毛や細いまつ毛も

しっかりキャッチするので、一本一本を太くくっきりしたまつげに。

ドラマチックな目元を演出します。

（全１色　01 メロブラック/  02 メロブラウン　）
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フェイスマスクシート

週に１～２度のスペシャルスキンケアに！気分や肌コンディションに合わせて使い分けてみて下さい。

ガーデンレシピ　シリーズ　15ｍｌ　525円

植物の恵みでボディパーツの保湿ができるシート！

　　　　ガーデンレシピ

★ ハンドマスクシート 

すっぽりと手を覆うシートで、尿素・アボカドオイル・

パパイア葉エキスなどが手肌をしっとりと保湿ケアします。

　　　　　ガーデンレシピ

★ 　フットマスクシート 

意外と乾燥しがちな足元の保湿ケアに。 

ガーデンレシピ　シリーズ　15ｍｌ　525円

植物の恵みでボディパーツの保湿ができるシート！

　　　　ガーデンレシピ

★ ハンドマスクシート 

すっぽりと手を覆うシートで、尿素・アボカドオイル・

パパイア葉エキスなどが手肌をしっとりと保湿ケアします。

　　　　　ガーデンレシピ

★ 　フットマスクシート 

意外と乾燥しがちな足元の保湿ケアに。 

マスクシート　シリーズ　　　23ｍｌ　　220円

肌コンディションに合わせて選べるフェイスマスクシリーズ。

　 　　　マスクシート　

★ ティーツリーエッセンス 

清浄効果のある植物として知られるティーツリーのエッセンスを配合。

水分と油分のバランスが気になる時に。

　　　マスクシート　

★ ザクロエッセンス 

ポリフェノールやビタミンなどを含み抗酸化作用があると言われるフルーツ、

ザクロのエッセンスを配合。紫外線などによる肌の乾燥や、ゆらぎが気になる時に。

　　　マスクシート

★ アロエエッセンス 

古くから肌のトラブルや保湿に使われてきたアロエエッセンスを配合。

肌を保湿しながら肌コンディションをととのえます。

マスクシート　シリーズ　　　23ｍｌ　　220円

肌コンディションに合わせて選べるフェイスマスクシリーズ。

　 　　　マスクシート　

★ ティーツリーエッセンス 

清浄効果のある植物として知られるティーツリーのエッセンスを配合。

水分と油分のバランスが気になる時に。

　　　マスクシート　

★ ザクロエッセンス 

ポリフェノールやビタミンなどを含み抗酸化作用があると言われるフルーツ、

ザクロのエッセンスを配合。紫外線などによる肌の乾燥や、ゆらぎが気になる時に。

　　　マスクシート

★ アロエエッセンス 

古くから肌のトラブルや保湿に使われてきたアロエエッセンスを配合。

肌を保湿しながら肌コンディションをととのえます。

スキンフィットシート　シリーズ　20ｍｌ　420円

肌にぴったりと密着し、肌ケアするフェイスマスクシリーズ。

袋に余った美容液は余すことなく手足などのボディパーツにも

塗ってください。

　　　　スキンフィットシート　

★ コエンザイムQ10

エイジング肌の保湿ケアにおすすめのコエンザイムQ10配合のマスク。

　　　　スキンフィットシート　

★　ヒアルロン酸

肌の保湿と言えばヒアルロン酸。たっぷりと肌を潤します。

スキンフィットシート　シリーズ　20ｍｌ　420円

肌にぴったりと密着し、肌ケアするフェイスマスクシリーズ。

袋に余った美容液は余すことなく手足などのボディパーツにも

塗ってください。

　　　　スキンフィットシート　

★ コエンザイムQ10

エイジング肌の保湿ケアにおすすめのコエンザイムQ10配合のマスク。

　　　　スキンフィットシート　

★　ヒアルロン酸

肌の保湿と言えばヒアルロン酸。たっぷりと肌を潤します。
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