




透明感　ゆらぎ肌　ハリツヤすべて叶えます

②ゆらぎ肌になりにくいコツを教えます

28日間でハリ、ツヤ、
潤いすべて高まります

ホルモンしみに
アプローチ

生薬エキスで
ブライトニング

肌性格に合わせて
美白をチューニング

肌深部から
ハリ美白

根本から
美肌美白

透明感のある
輝き美白

細胞の若返りを叶える
NMNの生成を促進

 

春の美肌作りのコツ教えます

※価格は税込表示です。

③ハリツヤをつくるコツを教えます

①透明感をつくるコツを教えます

今、美容業界で話題の成分

NMN

最も強く、最も速く、確実な白さの王様

肌深部からの
輝く透明感

キメ細かく
弾むような
ハリツヤ

即効的に
感じる白さ

肌が自ら持つている
光る生体内成分！？

 
強力な発光美白効果と
抗老化効果があります

癒しのハーブで
炎症ダメージリセット

2層タイプの
ゆらぎバリアミスト

いつでもどこでも
リフレッシュミスト

発光する
白さとツヤ 和漢植物エキス配合

弾むようなハリ輝きを

シミのもとを砕いて、分解して、消去する
28日間集中美白美容液

エクシア
シリアスブライトセラム

¥16,500(税込)

エクシア
ブライトニングイマキュレートセラム

¥27,500(税込)

アンフィネス
ホワイトサージソリューションW

¥11,000(税込)

イグニスホワイトニング
プレミアムエッセンス

¥7,700(税込) ¥5,500(税込)
エクシア

ブライトニングイマキュレートセラム
¥27,500(税込)

エクシア
シリアスブライトセラム

¥16,500(税込)

イグニス
ホワイトニングエフフォーリア

ミルク¥11,000(税込)
ローション¥11,000(税込)
クリーム¥13,200(税込)

 

イグニス
ホワイトニングローションマスク

¥3,300(税込)
 

¥3,850(税込)
 

¥2,200(税込)
 



肌の内側から 自ら白くなる力を
高めて表情筋の凝りを
ほぐして憧れフェイスへ

 お肌にも性格があるんです。
あなたにフィットした美白チューナーを見つけましょう♪

YR KM HK

PAX限定購入特典

伝統植物をおしみなく凝縮したエフォーリアの美白

STEP1 STEP2

まずはカウンセリングを。
ジブンの肌を知ることから
はじめましょう

肌にフィットする美白を見つける。
ぴったりのアイテムを
みつけましょう

わたしだけの美白。フラルネのブライトニング

お肌のハリ弾力ツヤ
には欠かせない

紫外線やブルーライトの
ダメージリセット

毛細血管ケアで
お肌の働きを正常に

女性ホルモン
補給

毛細血管
再生

リンパ管
再生

リンパ管ケアで
お肌の働きを正常に

抗光老化
美白

すこやかさを積み重ね、美しい素肌になるために
古くから伝わる植物エキスを 沢に配合しました。

美白＆肌あれ
改善効果で圧倒的な
白さと透明感を叶える

PAX限定購入特典

桑黄エキス

葛根エキス 牡丹皮エキス

月桃葉エキス

3/18(土)〜なくなり次第終了
FLARUNEブライトラインを15000円以上(税込)ご購入いただ
いた方に【FLARUNEブライトトライアルキット】プレゼント

3/18(土)〜なくなり次第終了
ホワイトニングエフフォーリアを16500円以上(税込)

ご購入いただいた方に
【IGNISホワイトニングローションマスク3枚】プレゼント

イグニス
ホワイトニング

エフフォーリアミルク
¥11,000(税込)

イグニス
ホワイトニング

エフフォーリアローション
¥11,000(税込)

イグニス
ホワイトニング

エフフォーリアクリーム
¥13,200(税込)

シェイクイットクレンジング
¥3,080(税込)

¥3,300(税込)
¥2,750(税込)

110g ¥3,300( )
200g ¥5,500( )

¥5,500(税込) ¥6,600(税込)

YR
¥5,500(税込) KM

¥5,500(税込)
HK

¥5,500(税込)

肌の内側から 自ら白くなる力を
高めて表情筋の凝りを
ほぐして憧れフェイスへ

美白＆肌あれ
改善効果で圧倒的な
白さと透明感を叶える



   mymymy       

Mako’s  favorite 
① ② ③ ④

⑤

①

②

③

④

⑤

＋　item hair＆body

エクシア
クレンジング
¥6,600(税込)

スキコン アンべアージュ
ローション

¥19,800(税込)

エフフォーリア
クリーム

¥13,200(税込)

エナジスト ソバタージュ
ジュイール
ボディミルク

エクシア
ヘッドマッサージ

イグニス インフィオレ

Yuri’s  favorite 

chiemi’s  favorite 

①

②

③

④

⑤

hair＆body

＋　item hair＆body

①

②

③

④クリーム
¥13,200(税込)

エフフォーリアフローラ
ドリップ

80ml ¥7,700(税込)
160ml ¥14,300(税込)

フラルネリップバー

アンべアージュ
クレンジング

¥13,200(税込)

フラルネブライト
ミルク

110g ¥3,300(税込)
200g ¥5,500(税込)

①

② ③

④

ジュイール
ボディミルク

①
② ⑤

④
③

ハーバルオイル

エクシア
ジョイフルール

クレンジングオイル
¥11,000(税込)

フラルネ
洗顔

¥2,750(税込)

アンフィネス
ミルク

¥7,700(税込)

アンフィネス
ローション

¥7,700(税込)

デイクリーム
ボトルドネイチャー イグニスイオ

ヘアワックス

アンフィネス
ソリューション
¥11,000(税込)

最高級クレンジングで肌磨き

キメつるるん美白ミルク

だーいすきな名品！

この濃厚さがたまらない♡

チェント効果ですっぴんリップも
ほんのり色づくのがお気に入り

ボディも白く！！
良い香りで夜のリラックス

タイムに最適です♪

足先までぬかりなく！
かさつくかかとのケアに

使っています

沢オイルで 沢クレンジング

もこもこ泡ですっきり汚れもオフ

頬があがるぷるるんミルク

肌がキラキラツヤツヤに！

フェイスラインが確実に変わる！

アウトドアラバーには欠かせない
日中用の 沢な日焼け止めクリーム♡

太陽も味方にしてくれる！！
紫外線対策に必須です

ヨクイニン配合の
内側スキンケア♪

肌はもちろん、疲れた時に
夜寝る前に飲んでます

しっとりまとまるけど
ペタッとならない♪
ハーブの香りも♡

浄化パワーで明るさ抜群
 

キメ整ってもちもち

やっぱり安心♡万能化粧水
 

特別な時に使う 沢化粧水

困った時のお守り
ニキビや肌荒れの時
すぐ改善したい時

大活躍♪

大好きなインフィオレ♡
花粉での辛い季節、

あると助かるアイテムです

香り高いので
軽めのフレグランス
代わりにも使います♪

お風呂でのゆっくりタイムに♡
じわーっと頭が軽くなって
とっても心地よいんです

濃厚クリームで乾き知らずの冬でした

¥2,750(税込) ¥6,600(税込) ¥5,500(税込)

¥11,000(税込) 1本¥660(税込) ¥1,320(税込)

フラルネミルク
110g ¥3,300(税込)
200g ¥5,500(税込)

110ml ¥3,850(税込)
165ml ¥5,500(税込)
330ml ¥9,350(税込)

¥11,000(税込) ¥5,500(税込) ¥6,600(税込) ¥6,600(税込)



risa’s basemake

asuka’s basemake

manager’s basemake

フェア
ブライトニングメイクアップセラム

アンテリサンス
ブライトエマルジョン　ファンデーション

モデリングカラーベース ウォータリー
フィルミックファンデーション

プードル
オートニュアンス

ホワイトジェニックフェイス

EXCIAでつくる
大人美肌FACE 

ウォータープルーフ処方で
崩さない！

マスクを外しても
キレイが続く♪

  eleganceでつくる
　ナチュラル魅せFACE 

カバーはするけど
作り込みすぎない！
自然とキレイな肌に♪ 

 ALBIONでつくる
　フィルターFACE

 簡単、しかも早い！！
まるでアプリ加工
したような補正力♪

¥ 7,700(税込)

¥13200(税込)

¥4,950(税込)

¥4,950(税込)

¥6,600(税込) ¥11,000(税込)

   ???

 baseで叶える春FACE

ぴったりのベースで、春肌をゲットしよう♡
ベースメイクスタンプラリーもやってます〜♪♪

risa’s basemake

asuka’s basemake

manager’s basemake

フェア
ブライトニングメイクアップセラム

アンテリサンス
ブライトエマルジョン　ファンデーション

モデリングカラーベース ウォータリー
フィルミックファンデーション

プードル
オートニュアンス

ホワイトジェニックフェイス

EXCIAでつくる
大人美肌FACE 

ウォータープルーフ処方で
崩さない！

マスクを外しても
キレイが続く♪

  eleganceでつくる
　ナチュラル魅せFACE 

カバーはするけど
作り込みすぎない！
自然とキレイな肌に♪ 

 ALBIONでつくる
　フィルターFACE

 簡単、しかも早い！！
まるでアプリ加工
したような補正力♪

¥ 7,700(税込)

¥13200(税込)

¥4,950(税込)

¥4,950(税込)

¥6,600(税込) ¥11,000(税込)

   ???

 baseで叶える春FACE

ぴったりのベースで、春肌をゲットしよう♡
ベースメイクスタンプラリーもやってます〜♪♪



＊ 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 32 0 2 3 .



NewColor

New

NewColorNew

エクシア
シリウス ブライト セラム

〈美白美容液〉
40ml　16,500 円（税込）

医薬部外品

美白有効成分：コウジ酸

美白ポテンシャルが輝きだす。
透明感冴えわたるブライトニング美容液。

冴えわたる
透明感

なめらかな
ハリ 艶めく

発光感を誇る
美しさ

エクシア
ブラックミネラル

〈パック〉
150g　8,800 円（税込）

洗い流し専用

※不要な角層などの肌表面に蓄積した老廃物

溶岩由来ミネラル配合ソフトスクラブベ－ス。
くすみ※を取り去ってクリアな素肌へ。

うるおいを満たして
弾むようななめらかさ

くすみ※を浄化して
クリアな素肌

溶岩由来ミネラル配合
漆黒ソフトスクラブベース

4月18日㊋ 新発売

4月18日㊋ 新発売＆新色

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）
※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。

素肌、澄みわたる輝き。限定セレクション
～美白乳液をはじめエクシアシリーズをスペシャル体験～

・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
　または
・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
（＊お好みの1本をお選びいただきます。）
・ブライトニング リッチミルク〈美白乳液〉 医薬部外品  35ｇ
　または
・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

・クレンジングオイルジェル 20g　・エクストラクトフォーム〈洗顔料〉 20ml
・ブライトニング ローション〈美白化粧水〉 医薬部外品  35ml
・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
・エクストラ フェイシャルコットン 20枚入

（＊お好みでお選びいただいた乳液とご一緒になります。）

【セット内容】

4月18日㊋ 限定発売

エレガンス ラズル
スターアイカラー
３色　各 2,750 円（税込）

エレガンス ラズル
エナメルラッカー
新５色　各 1,320 円（税込）

エレガンス
フロッキー アイブロウ マスカラ
４色　各 3,850 円（税込）

BR20 GR40

WN50 GY90

エレガンス
レヨン ジュレアイズ N
〈アイカラー〉
新２色（全15色） 
各3,300円（税込）

15 16※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。

4/18㊋からエクシア、アンベアージュ商品を
19,800円（税込）以上ご購入の方へ
スペシャルキットをプレゼント♥

4/18㊋START

＝内容＝
・クレンジングオイルジェル　24g
・エクストラクトフォーム　24ml
・エキサイティング ヘッドマッサージ　50ml

エクシア スプリングキャンペーン

Spring Campaign
S01 41 42

44 45

43S02 S03

NewNew

Limited

New New New

4月18日㊋ 新発売

有効成分：イソプロピルメチルフェノール

イグニス イオ
デオ パウダー 

ボディローション
150ml　1,980 円（税込）

イグニス イオ
モイスト バブル
ボディウォッシュ

250ml　1,870 円（税込）

PRSENT
4 / 18（T UE）S TA R T
イグニス イオのボディケア アイテム

いずれかをお買い上げの方に
デオ パウダー ボディローション

（ミニサイズ）をプレゼント!

★写真は実物を若干異なることがございます。
★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。

いい香り広がる! 
汗のニオイをおさえるデオドラントローション☆

イグニス イオ
デオパウダーボディローション 25ml

イグニス イオ
BODY CARE CAMPAIGN

 

医薬部外品
有効成分：ビタミン C 誘導体
[L-アスコルビン酸 2- グルコシド ]

イグニス イオ
トーンアップ ボディミルク
〈ボディ用薬用美白乳液〉

100g　1,980 円（税込）

シトラス レモネードの香り★さわやかな

すべすべ

さらさら

なめらか

＊ 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 42 0 2 3 .
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