


エクシア 
シークレット フォーミュラ オイル ファム
30ml ¥11000(税込)

* * *

  

PAXMATEPAXMATE11月

冬の肌は寒さやストレスで肌が硬くなります。冬の美肌をオイルでグレードアップしましょう

10種類の植物オイル×5種類の精油

アルビオン

40ml ¥5500( )

厳選された3つの植物オイル
* *

肌の内側からエネルギーみなぎる肌にする活性美容液

保湿してふっくらうるおいで満たす保湿クリーム

肌性格に合わせた
不調を解消する美容液

立体的に引き上がった
上向き肌を叶える美容液 高速超活性パワー美容液

塗る点滴！甘酒ベースの
栄養たっぷりクリーム ハリ弾力再生クリーム 高速ハリ肌

新生クリーム

乾燥

ざらつき
ごわつき

ニキビ ハリ ツヤ

小じわ
たるみ

 

若返り
 

つるんと
なめらか肌

丈夫で
弾力ある肌

安定した
健やかな肌 ハリ 毛穴の

ゆるみ若返り
 

ハリ ツヤ 若返り
 

透明感
 

乾燥 くすみ
 

にわか
エイジング ハリ シワ たるみ

 
ハリ シワ たるみ

 
くすみ

 
裏面はアイクリーム特集だよ♡

スタッフ
おすすめ☆

冬のお手入れポイントは

低い
気温

低い
湿度 暖房

※にわかエイジングとは
一時的な乾燥による小じわやくすみのこと 

冬の肌は老化が定着しやすい

 
冬の肌は、低い気温と湿度の影響を強く受けます。
屋外の冷たい風や室内の暖房でさらに乾燥がすすみ肌全体
の働きが低下して肌の老化が加速し定着しやすくなります。

 

保　湿活　性

YRKM HK

美白

色むら

くすみ

毛穴の
ゆるみ

 

7種の植物オイル×3種の和漢エキス

2

エクストラオイルセラム 
50ml ¥13200(税込)

フラルネ
ビビッドチューナー/KM/YR/HK

40ml ¥5500( )

アンフィネス
アップサージ
ソリューションS
40ml ¥11000(税込) 40ml ¥16500(税込) 

フラルネ

30g ¥6600( ) 30g ¥13200( ) 30g ¥2200( )



リンクル＆
ホワイト

マスク
　　　　

  ¥3850(税込)

レフィル
 : ¥3300(税込)

BEFO
RE

AFTE
R

美容成分を集中的に届ける美容成分を集中的に届ける美容成分を集中的に届ける
部分用シワ改善＆美白パック部分用シワ改善＆美白パック部分用シワ改善＆美白パック

・ピタッとお肌に貼りついて
美容成分を集中的に送り届ける

・簡単＆手軽に
透明感のあるふっくらしたハリ肌へ

本気のシワ改善本気のシワ改善本気のシワ改善   
アルビオンで始める

使い方使い方

付属のピンセットで
1枚ずつ取り出す

気になる部分に
ピタッと貼るだけ

なくなったら
別売の詰め替えに

こんなお悩みに

・シワが気になり始めた

・シミが気になり始めた

・アイクリームより手軽に
　アイケアをしたい

リンクル
リペアリフト

¥8800(税込)

AFT
ER

BEF
ORE

・シワ改善の有効成分を最大まで
高める独自トリートメント配合

真皮成分の補給と強化真皮成分の補給と強化真皮成分の補給と強化
有効成分の効果を最大化有効成分の効果を最大化有効成分の効果を最大化

・シワを押し広げるように
　肌深部からふっくらと弾力アップ

こんなお悩みに

・乾燥小じわ
　(カラスのあしあと)

・ファーストエイジング

・ハリ低下によるシワ

NEWエクシアリペアインテンスアイクリーム¥19800(税込)

AFTE
R

BEFO
RE

・眼輪筋を強化してハリアップ
・2種の有効成分が深いシワを速攻改善

目元にボリューム目元にボリューム目元にボリューム
立体整形級立体整形級立体整形級

脂肪幹細胞に着目したエクシアだからこそ

・痩せて脂肪が少なくなった部分の
脂肪を増加してボリュームアップ

NEW

NEW

・Ⅵ型コラーゲンの生成促進をし
脂肪細胞を支えて目元を立体的に

NEW

こんなお悩みに

・まぶたが下がってきた

・目元が痩せてくぼんで見える

・目周りがたるんできた

・シワが深くなった
　(アイケアは試してみたけど…)

エクシアAL
ホワイトニングアイクリーム

¥19800(税込)

AFTE
R

BEFO
RE

高機能高機能高機能
薬用美白アイクリーム薬用美白アイクリーム薬用美白アイクリーム

・色素沈着とくすみを解消
パッと明るい目元に

・アイバックとしわ、たるみ
ゆるみまで解消

こんなお悩みに

・目元のくすみ(陰り)

・むくみ

・シワ

・シミ



繰り返す冬の頑固な肌あれ
「肌あれループ」から肌を解放！！
体温でとろけるバームでしっかり守る

 

11月　IGNISLETTER☆冬肌お助けラインナップ
冬の肌アレは恐れない！！

『守る』✖ 『根本改善』でトラブル知らず♡
じっくりじっくり確実に効く♡
肌質改善『漢方スキンケア』

『ゆるみ＆明るさ』にアプローチ！！
エイジングを断ち切るオイル層で
毛穴ゆるみ、シワ、たるみを解消♩

美白効果もあるセラム層が
くすみや色ムラの肌色変化を
起こさせない♩常に均一な肌色に☆
ハリツヤ弾む、若返りオイル�エクストラオイルセラム

13200円

緊急回復『点滴』美容液
古くから伝わる伝統植物のエキスを

ぎゅっと濃縮✳ 濃く効く美容エキスで
肌を瞬時にエネルギー補給＆回復♫

肌アレやニキビのような、
すぐに解消したい肌トラブルに効果抜群！フォースエナジスト

11000円

ベースのケアで取り入れたい
強く健康で美しい肌に『根本改善』

 4種類の漢方エキスで
健康な肌へとリニューアル♩

赤くなりほてる、生理周期でトラブルが出やすい
顎まわりにプツプツと出やすい肌にも

おすすめです♡
 
 

11000円～

ワックスで保護膜形成
即効肌をプロテクト

オイルで肌内部の炎症強力鎮静
バリア機能アップ

潤いをワックスでしっかり密封
マスクによる擦れも防いでくれる

肌アレ、乾燥による赤みやかゆみも
抑えて根本から改善していく

使用方法

手のひらで温めてから、スキンケアの
1番最後になじませてくださいね♡

最後に付けることで、スキンケア効果をしっかり密封。
ワックスベースで肌が磨かれたようにツルツルのツヤツヤに☆

 朝、下地の前に仕込むことで
完璧、憧れのドール肌にもなれちゃいます♡

6600



『ラ・プードルで理想の肌を叶えます』

上品＆透明感上品＆透明感上品＆透明感 ナチュラル肌ナチュラル肌ナチュラル肌

☆『水分を肌に引き込む』パウダーで日中の乾燥対策に♡
☆マスクの『擦れや蒸れ』から肌を守ってくれる♡
☆メイク崩れさせない、抜群のカバー力♡

11月　elegance beauty NEWS 
『仕込みで決まる！！ベースの力』フェイスパウダー界の圧倒的女王フェイスパウダー界の圧倒的女王魔法のお粉

血色バラ色肌血色バラ色肌血色バラ色肌

ツヤツ
ヤ陶器肌ツヤツ
ヤ陶器肌ツヤツ
ヤ陶器肌

Ⅳ
冬のおすすめ

Ⅴ Ⅵ

Ⅰ
人気NO①

Ⅱ Ⅲ

ヘルシ
ー健康肌ヘルシ
ー健康肌ヘルシ
ー健康肌

冬プードルの嬉しいメリット 『高いカバー力』『ハリ感』が叶うことで

ふんわり仕上げのリクシィーズ(14850円～)と
しっかりカバーのお直し用オートニュアンス(9900円～)の

使い分け＆2色使いがおすすめ♩

きちんとカバーでマネキン肌に

つるんと人形のような肌に仕上げてくれる♡
優秀すぎる下地です！！

血色感をプラス、くすみオフのピンク
赤み、色ムラカバーのベージュの2色展開♫

5500円

4950円
 

自由に叶う理想の肌に
『豊富な色展開』で肌色に捉われない
なりたい肌を叶えてくれる最強下地♡
肌全体はもちろん、部分的な気がかりも
　しっかり、でもナチュラルにカバー♩

嬉しい5色でどれも魅力的！！♩

冬のメイクを底上げ
#SNSで話題♡のバズりアイテム

問い合わせが止まらない！
SNSや口コミが高評価のマスカラ下地

「まつ毛が下がる」「絶対にカールをキープしたい」など
お悩みがある方は一度、是非お試しいただき神アイテム♡

大人気につき、品切れの可能性もある為
気になる方はお声かけくださいね♩

カールフィクサー(マスカラ下地)
3300円

ギフトにもオススメの1品ですよ✳ 

 

 





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112 0 2 2 .
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