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スキコンマスク
2個セットキャンペーン

エクラフチュール
レフィルキャンペーン

プードル or カラーベース
キャンペーン

エクシア
サンプルセット

スキコン＆フローラ
サンプルセット
プレゼント

カラーベース5色
サンプルセット
プレゼント

4 11,000

1¥16,500

•
27,500

※画像はイメージです

• フラルネ ハイドロボム 36ml
• コットン 10枚

アンフィネス
サンプルセット

イグニスプレミアム
サンプルセット

自分へのご褒美に
VIVE X’mas❤ プレミアムセット金券対象‼ 

12/17(土)
   〜31(土)

保湿ミルクキャンペーン

¥5,500 ¥7,700 ¥7,700 ¥13,200

フラルネ アンフィネス イグニス
プレミアム エクシア

エクシア•アンベアージュ
ウィンターキャンペーン

ダブルキーセラムご購入特典 リプラントクリームご購入特典

 

¥24,200

スキコンマスク→化粧水に変更もOK！

※画像はイメージです

d
40ml ¥10,450
60ml ¥14,85014ml × 8 ¥3,300

スキコンマスク　2枚
プレゼント ※画像はイメージです

自分へのご褒美に
VIVE X’mas❤ プレミアムセット



お悩み別
アイテムランキング

1 2 3

1
洗うたびに実感

キレイの調子を整える
濃密泡洗顔

2 3

1 2 キメ、高精細
素肌の美しさを鮮明に
むっちり弾むキメ乳液

3

1

プレゼントエステ
対象商品

もちもち濃密泡
ハーブの力で

汚れと疲れをオフ

2
肌コンディションを整え

トラブルを防ぐ
万能ハトムギ化粧水

3

1 22種類の若返り成分配合
最先端の肌再生医療が
濃縮された究極の美容液

2 3

1 酒粕の保湿性に着目
保湿と循環を叶える
いきいき保湿クリーム

2 3

1

2

3

1

2

3

いきいきうるおい健やか
抗菌効果を追加して

パワーアップリニューアル

アルビオン
フレッシュハーバルオイル

40ml   5500円（税込）

肌体温でとろけて包む
しっとり満たす濃密バーム

イグニス
モイスチュアライジング
レスキューバーム

30g   6050円（税込）

血管周りにまでアプローチ
栄養を行き届け痛んだ細胞を修復

アルビオン
エクラフチュールd

40ml  11000円（税込）
 60ml  15400円（税込）

有効成分ナイアシンアミド配合
シワを即効的に改善するクリーム

アルビオン　リンクルリペアリフト
15g  8800円（税込）

美容成分を集中的に届ける
部分用シワ改善＆美白パック

アイクリームとセット使いがマスト

まぶたの痩せやくぼみ・たるみシワ改善
だけでなく根本改善コラーゲン注射後の肌実感！

エクシア　リペアインテンスアイクリーム
15g   19800円（税込）

フラルネ
ハイドロボム

110ml    3300円（税込）
200ml   5500円（税込）

乾燥くすみも！
セラミド配合

速攻保湿ローション

1

2

3

1

2

3

1

202220222022 PAXPAX

ベストコスメランキング

PAXのお客様
ガチ買いランキング WINTERWINTER

クレンジング
部門

洗顔
部門

乳液
部門

化粧水
部門

美容液
部門

クリーム
部門

イグニス
モイストプレミアム
クレンジングクリーム
200g   5500円（税込） 

厳選植物のパワーで
しっとり美肌クレンジング

プレゼントエステ
対象商品

包みこんでしっかりオフ
とろけるクレンジング

フラルネ
ソフトフォンデュ
クレンジングクリーム
170g   3300円（税込） 

澄んだ輝き素肌へ導く
浄化クレンジング

エクシア
アンベアージュ

クレンジングクリーム
160g   13200円（税込） 

フラルネ
ストリンギーウォッシュ

120g   2750円（税込） 

濃密な泡と炭のパワーで
汚れも老化要因もオフ！
しっとりハリ肌洗顔

アンフィネス
ディープフォースウォッシュ

120g  4180円（税込）

イグニス
モイストソープ

120g  3300円（税込）

脂肪幹細胞に着目
最先端のエイジングケア
で肌を新再生するミルク

エクシア
ラディアンスリニュー
エクストラリッチミルク

200g 13200（税込）

フラルネ
フルリファインミルク

110g    3300円（税込）
200g    5500円（税込）

アンフィネス
ダーマパンプミルクS
200g  7700円（税込）

まるでコラーゲン注射！
瞬時にパンっとしたハリ肌
になれる濃厚ミルク

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

白神の植物を発酵。
肌の弱い所に働きかける
栄養ドリンク化粧液

アルビオン
フローラドリップ

160ml  14300円（税込）
80m         7700円（税込）

アルビオン
スキンコンディショナー
110ml   3850円（税込）
165ml   5500円（税込）
330ml    9350円（税込）

NEWNEW

エクシア
ダブルキーアドバンスセラム

40ml  16500円（税込）

表情筋にアプローチ
肌深部から持ち上げる
リフトアップ美容液

アンフィネス
ソリューションS

40ml  11000円（税込）

NEWNEW

肌性格で選ぶ美容液
乾きやすく外的刺激を
受けやすい儚げ肌向き

フラルネ
ビビッドチューナーHK
40ml  5500円（税込）

NEWNEW

フラルネ
ネバーベタークリーム
30g  6600円（税込）

皮膚移植したような
若々しいハリ肌を
瞬時に作るクリーム

エクシア
リプラントクリーム

　　30g  22000円（税込）

NEWNEW
5種の漢方を配合

シワ・たるみへもアプローチ
和漢✖ ハーブのクリーム

イグニス
モイスチュアライジング
エフフォーリアクリーム

50g  13200円（税込）

乾燥・マスクあれ乾燥・マスクあれ乾燥・マスクあれ 目元のシワ・たるみ目元のシワ・たるみ目元のシワ・たるみ

毛穴おち・ほうれい線毛穴おち・ほうれい線毛穴おち・ほうれい線 肌あれ・ふきでもの肌あれ・ふきでもの肌あれ・ふきでもの

アルビオン　リンクル＆ホワイトマスク
　60枚入　 3850円（税込）レフィル　3300円（税込）

10種の植物オイルと
5種の精油で

女性ホルモンを活性

エクシア
シークレットフォーミュラ

オイルファム
30ml  11000円（税込）

白神の植物を発酵。
肌の弱い所に働きかける
栄養ドリンク化粧液

アルビオン
フローラドリップ

160ml  14300円（税込）
80m         7700円（税込）

肌のお掃除機能活性
使うほどに若さを加速！

エクシア
アンベアージュ　マッサージ

80g  19800円（税込）

血管周りにまでアプローチ
栄養を行き届け痛んだ

細胞を修復

アルビオン
エクラフチュールd

40ml  11000円（税込）
 60ml  15400円（税込）

大人のゆらぎ肌に
速攻アプローチ

美しさに磨きをかける

インフィオレ
ソヴァタージュ

ケアセラムコンセントレN
20ml  5500円（税込）

いきいきツヤ肌
美しさが肌の奥から

湧き上がる

イグニス
モイスチュアライジング

エッセンス
40ml  5500円（税込）

リップクリームリップクリームリップクリーム ボディクリームボディクリームボディクリーム 日中保湿＆日中保湿＆日中保湿＆
メイクミストメイクミストメイクミスト

2

3

ほんのり色づく
すっぴん生リップ
フラルネ　リップバー
3.0g  2750円（税込）

唐辛子リップで
ボリュームアップ

エクシアAL
リップトリートメント4-D

6.0g  5500円（税込）

唇あれを速攻回復
エレガンス

ハイドロチャージリップバーム
7.0g  4400円（税込）

1

2

3

オイルinミストで
速攻ツヤ肌1

2

3

シュッと１吹き！
メイクの仕上げと直しに

ローズ香る
うるおいミスト

圧倒的　人気NO.1！
美白ボディケアといえば

オイルinジェルで
ツヤボディ

ローズ好きさんは
迷わずコレ

ジュイール　ホワイトニング
ボディミルク

300g  6600円（税込）

エクシア　ボディジェルオイル
200g  6600円（税込）

イグニスio    ソフニングボディミルク
120g  1980円（税込）

エクサージュシマー
バリアシェイクミスト
60ml  3850円（税込）

アルビオン
メイクコートセラムミスト

80ml  3300円（税込）

エレガンス　メイクミスト
50ml  2750円（税込）

VIVE VIVE



アルビオン
リンクル＆ホワイトマスク

60枚入り   3850円
レフィル　3300円

　 SST対策で　　　　　　　　　　　自分史上最高の肌を手に入れる

ご存じですか？美白ケアはご存じですか？美白ケアは
冬こそ絶好のチャンス！冬こそ絶好のチャンス！

目元をボリュームアップシミの根を狙いうち

アイクリーム＆目元マスクセット

S

 冬の素肌にごほうびを 

シミ

美容オイル＆マスクセット スペシャル浄化クレンジング

タルミS
シワ

T専用スパチュラカッサ付き！専用スパチュラカッサ付き！
目元のくぼみやシワを即効解消！目元のくぼみやシワを即効解消！

マスク生活でフェイスラインがマスク生活でフェイスラインが
変化していませんか？変化していませんか？

血行✖ リンパ循環促進
美白有効成分コウジ酸配合で
24時間集中的に美白成分を送
り届ける薬用美白ステック

稀少生薬エキスを高配合。
筋肉を揉み解すベースで
疲労回復とタルミ解消ケア

2種類のW有効成分配合。
脂肪を調整して

丈夫なコラーゲンを生成し
土台から立て直すアイクリーム

 

金箔入りのベースがメイ
クオフしながら細胞ひと
つひとつを芯から浄化！

アイクリームと目元マスクの
相乗効果でマイナス5歳若返る！

うるつや感アップする
スペシャルケア！！

アルビオン
リンクルリペア

15g   8800円

アルビオン
スキコンマスク

14ml × 8枚入り   3300円

アルビオン
フレッシュハーバルオイル

40ml   5500

アンベアージュ
クレンジングクリーム

160g   13200円

シミ　シワ　タルミ

エクシア
ホワイトニングメラノインテンシブスポッツ

4g  13200円（税込）

エクシア
リペアインテンスアイクリーム

15g  19800円（税込）

エクシア
ラスタージェイドマッサージ

80g  13200円（税込）

週に2〜3回のデトックスケアに！肌アレ救世主最強コンビ！目もと口もとにダブルの効果！

(税込) (税込)
(税込) (税込) (税込) (税込)



 

寒くなってきましたね〜。冷えが体に良くない事は知られていますが、肌にも影響があることをご存知でしょうか？
冷えによる血流ダウンがあらゆる肌トラブルを招きます。血流を巡らせる温活習慣で冬を乗り越えましょう！

冬のピンチを防げ！

冬本番!オイルとクリームで超保湿ケアしましょう

皮膚温をキープするために
クリームでふたをしましょう1番手軽に巡らせる温活ケア

マッサージは難しいあなたに♡

アルビオン
フレッシュ

ハーバルオイル
40ml   5500円

エクシア
シークレットフォーミュラ
オイルファム

40ml  11000円

イグニス
エクストラ
オイルセラム

50ml  13200円

マッサージクリームマッサージクリームマッサージクリーム

コリもほぐして未來の肌に差が出ます♡

巡りをあげる本格温活ケア

ハリ
くすみ

甘酒ベース
栄養濃縮クリーム

美容成分OSK9配合
ハリ即効クリーム

漢方由来ベース
根本改善クリーム

美容医療級
高速ハリ再生クリーム

濃密
オイルゼリーベース♡

冬のピンチを防げ！

美容オイル美容オイル美容オイル 保湿クリーム保湿クリーム保湿クリーム

冬のピンチを防げ！

シワ
タルミ

乾燥
肌アレ

エクシア
ラスタージェイドマッサージ

80g  13200円（税込）

アンベアージュ
マッサージ

80g  19800円（税込）

血行•リンパ循環

細胞強力活性 女性ホルモン活性

肌内浄化
エネルギー
生産力アップ

強力
血行•リンパ循環

DHEA若返りホルモン配合！
肌年齢や若さを新たに更新し
自分史上最高の肌に♡

濃密バ
ターベース♡

濃密ベースが変化したら
厳選された3つの生薬成分が
肌に入った合図です♡

フラルネ
ネバーベタークリーム

30g  6600円
アンフィネス

エクスパンションクリーム
30g  13200円

エクシア
リプラントクリーム

30g  22000円
レフィル　30g 21450円

イグニス
モイスチュアライジング
エフフォーリアクリーム

50g  13200円 
(税込) (税込) (税込)

(税込) (税込)

(税込)
(税込) (税込)



F O R  Y O U＆F O R  M E♡

FOR YOU
心を込めたギフトを贈ろう

PAXギフト

SNSで話題

1年の特別なご褒美に
FOR ME 

プチギフトにオススメ

アプリ加工ミルク キラキラ万能オイル

ご自身用にもオススメ 水分たっぷりマスク

香りを纏うボディ サラサラのツルンツルン

神的フェイスパウダー ぷるんとジュレでツヤっと輝く

まるで写真で加工したように
キメが整う最強ミルク✳ 

男性にもオススメ

顔、体、髪に使える
とにかく万能なオイル
家族で使ってね

7千以上の効能を持つ
スペシャル化粧水♡

感動すること間違いなし！
男性にもオススメ

マスク好きさんにも大好評♪
火照る冬も使いたい

水分補給はマスクでする！

なんと言っても香りが抜群♡
ボディソープとボディミルクの

W使いで冬肌幸せケア♪

パサつく冬髪も、ダメージ修復
しながら、サラサラのツヤツヤに♪

まとまる髪に大変身♡
 

相変わらずの大人気パウダー
実はギフトでも大人気なんです♡
メイク好きさんにオススメ♪

ジュレタイプのアイカラーで
密着してよれにくい♪

豊富なカラーも可愛すぎ♡
 

究極デトックス！
最高級クレンジング

濃密、濃厚クリームに 沢な金 入り✳ 

のせればパック、なじませるとマッサージ
究極のデトックスクレンジングで

1年の肌の大掃除♪

ハンドモデルの手に♡
手荒れのお悩みも解決

手肌のお悩みで是非使ってほしい
ハンドクリーム！気になる血浮きを
目立たせなくさせて、白くふっくら♡

お花のエキスで
週に1度のご自宅エステ

 10種の花びら配合のジュレマスク
スクラブのマッサージで肌を一新♪
お肌のすみずみまで潤いたっぷり

ぷりぷりのハリ肌に♡
 

ジェルでさらッと
清潔＆手肌もリフレッシュ♪

イグニスio 
ハンドジェル＆ハンドクリーム

ハンドクリームで
いつでもツルツル手指をキープ！
嬉しい美白効果も入ってる♫

イグニスio
 マルチバーム 

フラルネ  リップバー
ほんのり色づく♡ティント効果

カサつき、さよなら〜♪
すっぴん生リップ�

イグニスio 
 フェミニンウォッシュ

デリケートゾーンを優しく洗う
噂のフェムケアはご存じですか？
デリケートゾーンは優しく洗って、

潤って女子力アップ♪

エレガンス　
カールラッシュフィクサー

プロのメイクさん•芸能人も多数愛用♪
SNNでバズってます！！ 

まつ毛パーマ後のようなカールキープ力で
1日まつ毛が下がらない！

3300〜5500円

3300円

7700円〜14300円

①

②

①3300円 ②6600円 ②3080円①2200円

②

①

9900円〜16500円

3300円

5500円

13200円 8800円 11000円

1320円
1100円

1980円

2750円

1980円

3300円

1年のありがとう＆お疲れさまをギフト込めて

マルチに使えるバーム✳ 

リップ、指先、フェイスなどがしっかり潤う
ポーチにINして使いたい♪

VIVE





①福袋コースと金額分の
現品アイテムを決める 

5000円
VIVE　オリジナルVIVE　オリジナル

20000円
お好きな商品組合せ合計が20000円以上

お好きな商品組合せ合計が13000円以上
［セット内容］スキコンマスク2枚

ヘアウォーター100ml•新デイクリーム4g

ALBIONALBION
ニューイヤーセットニューイヤーセット

［セット内容］フローラドリップ160ml(現品)
エクシア乳液50g•エクストラコットン20枚

1/17
限定発

売 ALBIONALBION
フローラドリップセットフローラドリップセット

13000円

10000円

スペシ
ャル

サンプ
ルセッ

ト
＋

ミニボ
トル

(税抜)コース

ご 予 約 受 付 中  ご 予 約 受 付 中  

13,000円福袋で
商品はフラルネの
乳液、化粧水と

スキコンのマスクで
お願いします♪

③1/2以降で福袋をお受け取り

1/15までに店頭にて
お受け取り下さい♡

②店頭やお電話、LINEでご予約 

2023 VIVE HAPPY BAG2023 VIVE HAPPY BAG

福 袋  福 袋  
注文3ステップ 

詳しくはお気軽にお問い合わせ下さいませ♡

　ハズレなし♡中身が選べるセミオーダー福袋  

福袋コースの金額分、お好きな商品  をお選び下さい
お選び頂いた商品と下記の福袋コースの特典を合わせて

お客様だけの特別なセミオーダー福袋をお作り致します！ 

どのコースに
しようかな？ 

現品アイテムは
どれにしよう？ 

例 

ご 予 約 受 付 中  ご 予 約 受 付 中  

VIVE　オリジナルVIVE　オリジナル

(税抜)コース
お好きな商品組合せ合計が5000円以上

VIVE　オリジナルVIVE　オリジナル

(税抜)コース
お好きな商品組合せ合計が10000円以上

(税抜)コース
(税抜)コース

13000円

サンプ
ルセッ

ト
サンプ

ルセッ
ト

＋

ミニボ
トル

※

※「ALBION フローラドリップセット」だけはお好きな商品での組合せが出来ません
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