
VIVEポイント３倍SALE

営業時間 10:00 ～ 19:00（エステ 10:15 ～ 18:00）

期間中、化粧品をお買物されると　　　　　　　　 となります。
ぜひお得な機会に VIVE へレッツゴー︕

３

3/20　 ▶3/31（日） （木）

還元還元
10％約

スキコンミニセットプレゼント

Spring限定エステ
春の美白体験コース ぷるぷるジェリー体験コース

季節の変化やマスク生活
のストレス ・ お肌のゆるみ
くすみ ・ 毛穴おちを一気に
リセットしませか！ ￥5,500（税込）左） プレミアムクレンジングクリーム

￥4,950（税込）右） プレミアムソープ

お肌の内側も外側もスーパーデトックス

ＶＩＶＥアプリポイントご利用の説明

 ★期間中は１円につき３ポイントが貯まります。（対象価格は税抜価格）

 ★３００００ポイント貯まると１０００円のお買物チケットが自動発行されます

 ★お買物券のご利用は現金のみとなります。

3/18
新発売

スーパーUV
ハイパフォーマンスデイクリーム
SPF50+ PA++++ 　11,000 円

レーザー治療級のスペシャル美白レーザー治療級のスペシャル美白

イマキュレートエッセンス
　３本セットプレゼント !!

光老化を完璧にブロック！究極のエイジングケア
　　　ができる日焼け止めクリーム♡近赤外線

 カット

透明感のある明るい素肌と出会う限定キット UV デイクリームスペシャルキットUV デイクリームスペシャルキット

アルビオン
フローラドリッププライムキット
　　　　　　　　　　　　　14,300 円税込

アルビオン史上最高 !
フローラドリップスペシャルキット

＜セット内容＞

アルビオン フローラドリップ１６０ｍｌ現品

エクシア グランドエターナルハンド 110g 現品

エクシア ボディジェルオイル 200g 現品

アルビオン商品 5,500 円税込以上
ご購入で『スキコンミニセット』を
　　　　　　　　　　プレゼント！

＜セット内容＞
スキコン 35ml
コットンソフト 10 枚

  ミルク＆ローションボトルつき

VIVE でご利用可能なキャッシュレス決済

※他にもご利用可能ですのでお支払いの際にご確認ください

VIVEではコロナ感染防止対策につとめております

イグニスプレミアム
レクチャーキットプレゼント

♡エイジングの原因となる【肌の老廃物】や
【活性酸素】などを除き肌内部からスッキリと
した明るさをあたえてくれます♥●  ペアでご購入の　方に

Limited
4月1 日（金）
限定発売

  エクシア商品
15400円分つき

3/18
NEW

分15 分15

アンフィネスシリーズ３品ご購入されると !!

♥

♥ ♥

♥ ♥

♥

♥♥

♥

♥

♥

NEW アンフィネスホワイトトライアルキットプレゼント！NEW アンフィネスホワイトトライアルキットプレゼント！

3/18
限定発売

人気の美白ケアがそろう
　　今だけの限定キット

コットン　10枚入

【セット内容】ホワイトニング プレミアム ミルク 200ｇ（現品）
ホワイトニング プレミアム ローション 36ml
ホワイトニング プレミアム エッセンス 8.0ml

3/18
限定発売 クレンジング＆洗顔キャンペーン

�������������

ホワイトニング プレミアムミルクキット 7,700 円（税込）

ホワイトディフュージョンキット 5,500 円（税込）

�������������

マリンコラーゲンのパワーで
一気にむくみを解消 !!

白さとハリを瞬間チャージ♡

ぷるっ
ぴたっ▶

形をくずしてもすぐにもとどおり♡

お店で試してね♡ ▶

ＮＥＷ

▶

（3000～ 5000円コース）
個室マッサージエステプレゼント

スタートから３カ月

スタンプがたまると

サンプルセットと交換も可能です

VIVE スタンプラリー！
美白に切替え　チャンス

ベースメイクスタンプラリー

◀期間中、５つの中から
　３つそろうと

◀◀

ファンデーションの衣替えは３月中に！

♥♥

ＵＶベース
　 下地
カラー下地 ファンデーション

メイク クレンジング

ＮＥＷアンフィネスキャンペーンアンフィネスキャンペーン

【セット内容】
メルトリリースクレンジングオイル 12g
ホワイトニングパンプミルクW  24g
ホワイトニングパンプローションW 24ml
ホワイトサージサージソリューションW  4.8ml

（日）

３/20

ＥＳＴＡポイント５倍

（ＶＩＶＥポイント３倍とどちらかお選び頂けます）

（水）

３/30

（火）

３/22
（火）

３/29

ＥＳＴＡポイント２倍
※毎週火曜日

最新の注意を払って感染防止に取り組んでおりますご安心してご来店くださいませ

etc



 

○紫外線ダメージを受けやすい
○ホルモンバランスの乱れでシミ化する
○冬の間に溜まったメラニンが凝り固まっている
○肌あれ・炎症が色素沈着しやすい

春の肌は変化しやすい

春美白にオススメアイテムご紹介します♡

白さの土台づくり
焼けにくい肌づくりをしましょう

紫外線A波

花粉
ほこり

三寒四温

・ターンオーバーが乱れる
・バリア機能がさがる 2〜4月は環境の変化が激しい時期

UVケアはもちろん♡
スキンケアも美白ケアに♡

春美白スタートしましょ♡
ミルクで美白のうるおいを満タンに

美白美容液を始めましょ♡

うるおい美白

エクサージュホワイト ホワイトライズミルク
200g ¥5,500(税込)

透明感とうるおいに
満ちた肌に

ベストコスメ受賞

白さとハリ 
シワ改善ナイアシンアミド配合

シミ・ゆるみ・色ムラ
トータル美肌✨

アンフィネスホワイト ホワイトニングパンプミルクW 
200g ¥7,700(税込)

白さとめぐり 
美白タイプなのにしっとり
アロマの香りで癒されて♡

薬用美白乳液
イグニス ホワイトニングプレミアムミルク 

200g ¥7,700(税込)

白さとハリと輝き
トラネキサム酸配合
最上級のハリと白さ
高速浸透美白乳液

エクシア ブライトニングエクストラリッチミルク 
200g ¥13,200(税込)

うるおい角質美白
透明感のある明るい肌に♡
細胞内の循環を良くする！
くすみケアにもオススメ♡

エクサージュホワイト ホワイトディフュージョン 
40ml ¥5,500(税込)

シワ改善シミ解消
消えにくいシミを徹底的に解

消
シワ改善ナイアシンアミド配

合
表情筋もリフトアップ
アンフィネスホワイト ホワイトサージソリューションＷ

40ml ¥11,000(税込)

30秒美白マッサージ
トラネキサム酸配合

毛穴・くすみ・むくみを一掃
マッサージでリンパ循環UP

エクシア ジェットホワイトリスタートセラム 
60g ¥8,800(税込)

3種の生薬で根本改善
美白・抗酸化・免疫力UP
エイジングダメージ根本改善
ブルーライトダメージ阻止

イグニス ホワイトニングプレミアムエッセンス
40ml ¥7,700(税込)



シワ改善
　NEW

表情筋
強化

3品揃うと アンフィネスホワイト
トライアルキットプレゼント

美白力
アップ

茶ぐすみ
させない

黄ぐすみ
させない

※なくなり次第終了となります

1品でも特典あり！

※クレンジング＆ソープは
セットで1品とさせていただきます

ブライトニング×ハリ
表情筋を鍛えて美白力アップ

STEP.1

クレンジング

コラーゲンを変性させる
糖化・カルボニル化を抑制

STEP.2
ミルク

　NEW

STEP.4
エッセンス 　NEW

ホワイトサージ
ソリューションW

INFINESSE
WHITE

美容医療発想！
1品1品が特別なトリートメント

　NEW
メルトリリース

クレンジングオイル
¥4950(税込)

STEP.1

ソープ

ブライトフォース
ウォッシュ

¥4180(税込)

ホワイトニング
パンプミルクW

¥7700(税込)

STEP.3

　NEW
ローション

ホワイトニング
パンプローションW

¥7700(税込)

¥11000(税込)

STEP.4

クリーム

ホワイトプラント
クリーム

¥13200(税込)

アンフィネスホワイト リフトアップ体験 実施中



ぷるぷるぴたっ ぷるぷるぴたっ ぷるぷるぴたっ 
海の恵みのジェリーラップ海の恵みのジェリーラップ海の恵みのジェリーラップ

キューっと引き締め
『小顔美人』♡

まるで魔法!?

崩れても形が元に戻る
不思議なベース

海の恵みを
いただきます�

マコンブエキス
ヒバマタエキス
マリンコラーゲン

むくみ解消
&

引き締め

なりたい♡で叶える使い方なりたい♡で叶える使い方
朝に使って� 夜に使って�

夜パックで集中美白
スキンケアの最後に付けてね

2022 春のIGNIS LETTER春のIGNIS LETTER春のIGNIS LETTER   
ホワイトライン　プレミアム

植物の力で叶える✨

美白　ハリ・弾力　ツヤ
引き締め　ブルーライトダメージ阻止

浄化クレンジング

肌あたりやさしい
疲れまでほぐれる

心地よさ

人気No.❶
　もこもこボリューム泡

毛穴スッキリ
なめらかに

リファイニング
プレミアムクレンジングクリーム

ストレッチミルク

肌を柔らかくほぐして
ぷるんと弾む
ハリ肌に✨

潤いめぐり浸みわたる

コクのベースが
深部にめぐって

透きとおる白肌に✨

生薬パワーで根本改善

3種の生薬配合✨
ダメージに負けない
力みなぎる肌質に

イグニスクレンジング&洗顔セットご購入で
スペシャルキットプレゼント�

乳液、化粧水、美容液のミニボトル

数量限定♡お得なキット
ホワイトニング

プレミアムミルクキット
7700円

ホワイト　ラッピングジェリー
6600円



 

     5代目

  

 

(　　　　)

 

  

new point

　28日集中『無敵の美白力』で1点のくもりのない肌へ　

アルビオンエクシア
ブライトニングイマキュレートセラム　1.5ml × 28個　¥27,500

～春が美肌の勝負！焼かない肌をつくりましょう～

新ナノセスタ『イマキュレートEXD』

newイマキュレートお先に使いました‼ 



明るさをおしみなく。
ひきしめ、なめらか、
ハリ冴える２層タイプの化粧水。

美しさ上向き、
クリアに冴えわたる。
シャープに輝くための美容液。

3月18日（金） 発売

3月18日（金） 新発売 & 限定発売

Limited
3月18日（金）
限定発売

New
3月18日（金）

発売

New
3月18日（金）

発売

3月18日（金） 数量限定発売

透明感のある明るい素肌と出会う
数量限定キット

＊数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

＊数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

＊限 定品は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

エクサージュホワイト
ホワイト ディフュージョン キット

5,500円（税込）

エクシア
リクイッド アイカラー
５色　限定１色　各4,400 円（税込）

エクシア
ヴェルニ スクエア〈ネイルカラー〉
５色　各1,870 円（税込）

エクシア
アイカラー カンテット
新１種　6,600 円（税込）

エクシア
ヴェルニ
〈ネイルカラー〉
新３色　各2,750 円（税込）

エクシア
ルージュ フレーシュ
限定２色　各4,950 円（税込）

エクシア
アリューリング マスカラ
３色　各 5,500 円（税込）

エクシア
アイブロウ ペンシル
３色　セット価格　各4,400 円（税込）
[カートリッジ　2,200 円（税込）
  ホルダー　2,200 円（税込）]

人気の美白ケアがそろう、今だけの限定キット。

アルビオン　
フェイシャルコットン L（ソフト） 10 枚入

【セット内容】

エクサージュホワイト　
ホワイト ディフュージョン〈美白美容液〉
40ml（現品）　W　医薬部外品

エクサージュホワイト
ホワイトアップ ローション Ⅱ〈薬用美白化粧水〉
30ml　W　医薬部外品

エクサージュホワイト　
ホワイトライズ ミルク Ⅱ〈薬用美白乳液〉
30ｇ　W　医薬部外品

イグニス　ホワイトニング プレミアム ミルク キット
7,700円（税込）

イグニス コットン　10枚入

【セット内容】

イグニス　ホワイトニング プレミアム ミルク
〈薬用美白乳液〉　医薬部外品　200ｇ（現品）

イグニス　ホワイトニング プレミアム ローション
〈薬用美白化粧水〉　医薬部外品　36ml

イグニス　ホワイトニング プレミアム エッセンス
〈薬用美白美容液〉　医薬部外品　8.0ml

3月18日（金） 発売

ぷるんとラッピング。
キメを整え、弾むように明るい肌へ。

エクサージュホワイト
ブライトラッピング クリーム

〈美白クリーム〉
30ｇ　6,600円（税込）

アンフィネスホワイト
ホワイトニング パンプ 
ローション W
〈シワ改善・美白化粧水〉
200ml　7,700円（税込）

有効成分：ナイアシンアミド

W　医薬部外品

アンフィネスホワイト
ホワイトサージ 
ソリューション W
〈シワ改善・美白美容液〉
40ml　11,000円（税込）

有効成分：ナイアシンアミド

W　医薬部外品

360°ブライトニング×ハリ 美プロポーションを鍛え上げる。

触れた瞬間充実。
うるおい、透明感、
ハリをもたらす心強い乳液。

アンフィネスホワイト
ホワイトニング パンプ 
ミルク W
〈シワ改善・美白乳液〉
200ｇ　7,700円（税込）

有効成分：ナイアシンアミド

W　医薬部外品

W　医薬部外品

きゅっと即感。
ひきしまったクリアな肌へ。

やさしく包んでプロテクト。
ノンケミカルタイプ※のUVカット美容液

美白有効成分：トラネキサム酸

医薬部外品

イグニス
ホワイト ラッピング ジェリー
〈薬用美白美容液〉
80ｇ　6,600円（税込）

有効成分：トコフェロールニコチン酸エステル

※紫外線吸収剤フリー

医薬部外品

イグニス
カーミング ミネラル UV
〈薬用日やけ止め美容液〉
40ｇ　5,500円（税込）
SPF40 PA++

NEW

NEW&LIMITED NEW NEW

LIMITED

04
ミスティリーブ

01
ヴィーナスベルト

02
サンセットグロウ

03
スパークルブラン

04
フォギーグリーン

05
フルールバイオレット

100
プリズムシマー
LIMITED

08 09 10

NEW COLOR

NEW ITEM ＆ LIMITED ITEM

3月18日（金） 発売・新色

エクシア
リクイッド アイライナー
新１色　4,400 円（税込）

GR70
グレージュ

01 02 03 04 05
BE001

サンストーン
LIMITED

RS002
クンツァイト
LIMITED

BK10
ブラック

BR20
ブラウン

PU60
パープル

BR20
ウォーム
ブラウン

BR21
ナチュラル
ブラウン

GR70
アッシュ
グレー

NEW
 

COL
OR NEW

 

COL
OR NEW

 

COL
OR

キ ャ ン ペ ー ン 、 限 定 品 は す べ て な く な り 次 第 終 了 で す 。 ど う ぞ お 早 め に ！

新 商 品 ・ キ ャ ン ペ ー ン
N e w s  o f  t h e  n e w  a n d  l i m i t e d  p r o d u c t s ,  c a m p a i g n s .

 32 0 2 2 .



4月18日（月） 発売

4月18日（月）

限定発売

美が光り輝く。限定セレクション。
～澄んだ美しさを、シリーズで体感～

【セット内容】

・ブライトニング リッチ ミルク
　〈美白乳液〉
　医薬部外品　　200g　現品

・ブライトニング リッチ ミルク
　〈美白乳液〉
　医薬部外品　　35g

・ブライトニング ローション
　〈美白化粧水〉
　医薬部外品　35ml

・ブライトニング エクストラリッチ 
　ミルク〈美白乳液〉
　医薬部外品　200g　現品

・ブライトニング エクストラリッチ 
　ミルク〈美白乳液〉
　医薬部外品　　35g

・リプラント ホワイトニングクリーム
　〈美白クリーム〉
　医薬部外品　　5ｇ

・クレンジングオイルジェル　20g

・エクストラ フェイシャルコットン　20枚入

・エクストラクトフォーム
　〈洗顔料〉　20ml

または
（＊お好みの1本をお選びいただけます）

または
（＊お好みお選びいただいた乳液とご一緒になります）

エクシア　ブライトニング セレクション R/ER
２種　各13,200円（税込）

この美白。すべてが計算ずく。
想像以上を、肌に。 新イマキュレート。

エクシア　
ブライトニング イマキュレート セラム

〈美白美容液〉
1.5ml×28個　27,500円（税込）

医薬部外品

Limited

4月18日（月） 発売

エクシア アンベアージュ　
ブライトニング エクストラミルク
〈美白乳液〉
200ｇ　19,800円（税込）
医薬部外品

輝きを、翳らせない強い意志。
弾むほどの躍動感と
まだ見ぬ透明感を、いま。

エクシア アンベアージュ
ブライトニング エクストラローション

〈美白化粧水〉
200ml　19,800円（税込）

医薬部外品

細部にまでうるおいを宿し、
輝けるひとへ。

心までひきしめて、ハリ、透明感。

New New

イグニス イオ　
ホワイト ブレンドウォーター
〈薬用美白化粧水〉
100ml　3,080 円（税込）
医薬部外品

□ 美白して透明感
□ 華やかな香り

イグニス イオ　
テンダー ブレンドウォーター

〈化粧水〉
100ml　3,080 円（税込）

□ やさしくなめらかに
□ やわらかな甘い香り

イグニス イオ　
バランシング ブレンドウォーター
〈化粧水〉
100ml　3,080 円（税込）

□ キュッと肌をひきしめる
□ さわやかな香り

エレガンス　アイブロウ デュオ パレット
３種　各4,180 円（税込）

4月18日（月） 発売

BR20

GR40

WN50

NEW
ITEM 2 つのベースで、ふんわりナチュラルな立体眉へ。

テクニックレスで美しく描けるアイブロウパレット

エレガンス　
ブリリアント ルージュ ビジュー
限定２色　各3,850 円（税込）

4月18日（月） 限定発売LIMITED
COLOR きらめく夏の風景を閉じ込めた

ヴィヴィッドなツヤと発色がつづく
リクイッドルージュ

103
刺激的で鮮やかな
マゼンタピンク

104
ポップにきらめく
オレンジイエロー

4月18日（月） 発売

エレガンス　
レヨン ジュレ アイズ N 
〈アイカラー〉
新３色（全14色）　
各3,300 円（税込）

エレガンス ラズル　
アイカラー
全 25色　各2,310 円（税込）

NEW
COLOR

12
弾けるようなきらめきに
満ちたピンク

13
トロピカルで
いきいきとしたイエロー

14
さわやかで涼しげな
グリーン

フレッシュに薫り立つような色、
ジューシーな輝きとツヤがつづくアイカラー

4月18日（月）発売

インフィオレ　
ハイドレイティング 
ジェルクリーム コンセントレ
80g　6,600 円（税込）

顔にやわらぎ、
肌にハリ。

顔の休息タイムに、東洋伝統植物の知恵。

New

エレガンス　
エモーショナル フェイス
〈フェイスカラー〉
限定１色　6,050 円（税込）

4月18日（月） 限定発売LIMITED
COLOR

PK103
偏光パールが華やかに輝く
シャイニングピンク

夏の陽射しに高揚し、熱を帯びたような表情を
鮮明に仕立てるフェイスカラー
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エレガンス ラズル　
エナメルラッカー
全 25色　各1,320 円（税込）
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01 ショータイム

01 ディープエモーション 02 スワッグ 03 スナジー 04 レッドサンド

08 ディスコボール 09 ホリック 10 ライトレイ 11 ネオンライト

15 ブレッシング 16 バブル 17 サイレントシティ 18 レザー

22 ブルーキュラソー

07 ナイトオウル

14 ゼノ

21 ゴールデンデューン

06 アンバー

13 ナイトストーム

20 ジーロット

05 スパークリング

12 スティレットヒール

19 テキーラサンライズ 23 キャンドルナイト 24 エンドルフィン 25 グリッターシャワー

02 コカレロ

03 マルガリータ 04 ジーンズ 05 バイオレットフィズ 06 オレンジリキュール 07 ドープ 08 コンフェッティ 09 ウィザード 10 ナイトクラブ

11 クレイジースパークル 12 パピヨン 13 インカコーラ 14 ミント 15 ムービングライト 16 バニラビーンズ 17 ディストピア 18 レッドソール

19 スタープラチナ 20 パンプトアップ 21 パーティナイト 22 ポッピン 23 ディスコティーク 24 テンプティング 25 ガルーシャ

4.18MON. DEBUT
みつかる☆マッチングミスト

キ ャ ン ペ ー ン 、 限 定 品 は す べ て な く な り 次 第 終 了 で す 。 ど う ぞ お 早 め に ！

新 商 品 ・ キ ャ ン ペ ー ン
N e w s  o f  t h e  n e w  a n d  l i m i t e d  p r o d u c t s ,  c a m p a i g n s .
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