ライトメイク

素肌に近い、
ナチュラルなメイクを楽しみたい方に

ライト
メイク

エアリータッチシリーズ

化粧下地

部分用化粧下地

透明感・血色感アップのエッセンスベー
ス。お肌にぴたっと密着し、ムラなく肌色
を均一にします。

ひと塗りで瞬時に毛穴をカバーし、皮脂
吸着パウダー配合でテカらない・崩れな
い肌に。

エアリータッチ
UVエッセンスベース

エアリータッチ
ポアカバープライマー

30g 1,320円（税込）

15g 1,100円（税込）
コード K203600008

SPF : 50+ PA++++
コード K203600007

ミスト状化粧水

スティック状美容液

メイクの上からOKのミルクエッセンスin
の化粧水。1プッシュで顔全体をふんわり
優しく包み込みます。

フェイスパウダー

パウダーファンデーションの下地として使うと毛穴を
カバーして、メイクののりがUP。
リキッドファンデーションの仕上げに使うと密着して
崩れない、2wayタイプのフェイスパウダーです。

エアリータッチ
スムースフィックスパウダー

いつでも、
どこでも乾燥の気になる部分
に直塗り保湿できます。ステックタイプ
で持ち運びも便利。

エアリータッチ
スキンプロテクトミスト

総合パンフレット

エアリータッチ
デイエッセンス

50mL 1,320円（税込）

1,650円（税込）

コード K203600012

コード K173600005

7g 1,320円（税込）
コード K213600002

メイクキープ・UVカット
メイクにも“ふんわり感”や“ナチュラル感”を簡単に手
に入れたいという女の子の声を叶えるフェイスパウ
ダー。毛穴や肌のキメをしっかりとカバーしつつ、見
た目はあくまでナチュラルな仕上がりに。

エアリータッチ
メイクキープUVスプレー

エアリータッチパウダー
21g 1,650円（税込）

1,430円(税込)

SPF : 22 PA++

ナチュラルベージュ

ライトベージュ

ファンデーション

SPF : 50+ PA++++

コード K203600004

コード K143600048

コード K203600005

ピンクベージュ

コード K203600006

美容保湿成分をたっぷり配合し、うるおいをキープ。厚塗り
感ゼロなのに、くすみや毛穴の目立たない肌へ。

理 想の美 肌へ導く ミミチュールシリーズ

SPF : 30 PA++

ナチュラルベージュ

30mL 1,980円(税込)

80g 1,650円(税込)

コード K213600009

2021.12 発行

SPF : 50+ PA++++
コード Tcc014

コード K213600008

素肌をより
美しくみせたい方に

すっぴん
メイク

ミミチュール
トーンミーアップ
UVジェル

ミミチュール
マイグロウオイル

28mL 1,760円（税込）

ライトベージュ

化粧下地効果のある
日やけ止め

うるつや肌に整える
ブースターオイル

エアリータッチ
セラム ファンデーション

すっぴんメイク

安心とともに美しく…

メイクの上からひと吹きするだけで、
汗・皮脂・乾燥によるメイク崩れをブロックします。
また、SPF50+、PA++++で紫外線をしっかりカットします。

フェイスクリーム

コード Tcc007

ムース状の軽いクリームが、肌にふんわり
ヴェールをかけたように色ムラや毛穴を目立たなくします。

すっぴんシリーズ
すっぴんクリーム
（パステルローズの香り）
30g 1,320円(税込)

すっぴんクリーム
（ホワイトフローラル
ブーケの香り）
30g 1,320円(税込)

コード K151680007

コード K151680008

まつ毛美容液

アイケアクリーム

マ ス カラ 下 地としても、
まつ毛美容液としても使
える2WAY仕様。すっぴん
の時の目元をぱっちり見
せます。

薄付きコーラル
カラーでまぶたに
ほんのり血色感。

すっぴん
ラッシュアップセラム

すっぴんアイケアスティック
（レディベリーの香り）

1,320円（税込）

医薬部外品
メイク感ゼロ！
なのに、
ちゃんと
きれい

洗顔不要！
だから、そのまま
寝れちゃう

すっぴん ホワイトニングクリーム
(イノセントフローラルの香り)

しっかり保湿！
すっぴんでいるより
お肌にやさしい

販売名:クラブ SP ホワイトニングクリーム
30g 1,430円（税込）

素肌をキレイに整えてくれる3タイプの化粧水。
大容量タイプはそのままに＜アクネケア＞
＜ナチュラル＞の保湿成分を追加配合いたしました。

化粧下地

すっぴんスキンローション

カラーコントロール効果で気になる肌悩みを
さりげなくカバーしながら、素肌をトーンアップ。
洗顔料で落とせます。

各500mL 770円(税込)
ベタつき・ザラつきが気になる方に
医薬部外品

アクネケア

コード K201680028

肌荒れを防ぎたい方に

ナチュラル

コード K201680027

保湿ジェル

コード K211680010

化粧水、乳液、
クリーム、美容液、マッサージクリーム、
パックの1品6役が可能なオールインワンジェルクリーム。

すっぴんナチュラルクリアジェル
(ピュアグレープフルーツの香り)
100g 1,430円(税込)
コード K191680005

保湿ゲルパック

つけたまま寝れるジェル状のナイトパック。一日中うるおい
を閉じ込めて翌朝もっちり＆キュッとお肌を引き締めます。

すっぴんジェルナイトパック
（ピュアグレープフルーツの香り）
100g 1,100円（税込）
コード K201680017

リップ美容液

クリアタイプ

すっぴん
UVカラーベース
ピンク

すっぴん
UVカラーベース
イエロー

30g 1,320円(税込)

30g 1,320円(税込)

SPF : 22 PA++

SPF : 22 PA++

コード K201680030

コード K201680031

フェイスパウダー

カラータイプ

すっぴんリップエッセンス

各 550円(税込)

01 クリア

05 レッド

コード K201680003

乾燥が気になる方に RENEWAL

ミルキー

コード K141680025

無色透明のクリアタイプと、
ナチュラルな血色感を唇 に
与える6色のカラータイプ。

コード K201680009

化粧水

1,100円（税込）

コード K191680004

サッとひと塗りで透明感のある魅力的なお肌に。
スキンケアの仕上げや、スキンケア後のお肌のべたつ
き防止にもおすすめです。

すっぴんパウダー

コード K201680007

02 ピンク

06 ボルドー

コード K201680004

コード K201680021

03 ローズ

07 ブラウン

コード K201680005

コード K201680022

04 コーラル
コード K201680006

ネイルケア
ダメージ爪に保湿ケア&カラーコーティング。
これ一本で理想のすっぴんネイルが完成します。

ベースコート

ネイルカラー

トップコート

ジェル風仕上げ

爪補強

うるおいケア

RENEWAL

各26g 1,760円（税込）

パステルローズの香り
コード K211680007

ホワイトフローラルブーケの香り
コード K211680008

医薬部外品

すっぴん ホワイトニングパウダー
(イノセントフローラルの香り)

販売名:クラブ SP ホワイトニングパウダー

すっぴんケアネイル
（ロゼスウィート）
1,320円(税込)
コード K191680006

すっぴんケアネイル
（ベリーシロップ）
1,320円(税込)
コード K191680007

すっぴんケアネイル
（ナッティーラテ）
1,320円(税込)
コード K191680008

ベースメイク ラブ パーフェクトリメイククリーム

26g 1,980円（税込）
コード K201680008

ラブ パーフェクト リメイククリーム

10g 1,320円(税込)

コード K125800001

スキンケア

※1 アスペルギルス／コメ発酵エキス
（保湿成分） ※2 保湿成分

※3 角質層まで

ワココシリーズ

※4 エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのことです。 ※5 エチニルエストラジール：保湿成分

SHIZEN 玉椿スキンケアシリーズ

フラオール ブルームシリーズ

椿の力で、一生寄り添う。
みずみずしくハリのある柔肌を。

玉椿スキンケアシリーズ
日本有数の「椿の島」
として知られる
長崎県・五島市産椿から抽出した成分を豊富に配合
一汁三菜の考えを取り入れたシンプル&ヘルシースキンケア
365日使える心地よい使用感を大切に、奈良県産の和漢植物と、自然素材から抽出した保湿成分で、
未来に続く美しく健やかな肌へ整えます。

3ステップのシンプルスキンケア。
厳選した植物保湿成分を配合し、
心地よい使用感で肌と心をやさしく
包み込みます。

ワココ
クレンジングウォッシュ

ワココ
モイスチャライジングローション

180mL 2,530円（税込）

玉椿 石鹸

クレンジングとしても、洗顔料としても、
1本で2通りの使い方ができる洗顔料。

フラオール ブルーム
クレンジング ウォッシュ

155mL 2,750円（税込）

なめらかにひろがり、
しっとりやさしく
お肌を包み込む乳液。

玉椿 オイルジェル

コード 10315

毛穴の汚れを優しく取り除き、
すっきりと透明感のある肌に導く
クレンジング・洗顔料。

みずみずしいうるおいを肌に
届ける化粧水。

30g 1,320円（税込）
コード K103200011

とろけるようにお肌に浸透※3。99%美容液
成分、
オイル生まれの美容ジェル。

38g 3,300円（税込）

コード TW003

椿油・ハチミツ※2を配合し、
しっとりなめら
かに潤う肌へ。指先やひじ、かかとの手入れ
にも使える全身保湿クリーム。

150mL 2,200円（税込）

コード 10314

ワココ
ジェルモイスチャー

コード K103200008

天然の椿成分※2を贅沢に配合。
驚きのもっちり泡で洗いあがり
しっとりの洗顔石鹸。

フラオール ブルーム
ローション

180mL 1,980円（税込）

ワココ
モイスチュアキープミルク

65g 1,100円（税込）

コード K103200010

コード TW002

おだやかになじみ、お肌に充実したう
るおいをもたらす化粧水。

玉椿 クリーム

80g 1,100円（税込）

185mL 2,750円（税込）

コード TW001

農薬を一切使わない天然椿から抽出される椿油。椿油 ※2には、
オリーブオイルを上回るほどにオレイン酸が豊富に含まれ、お肌を
健やかに保つ作用が 注目れています。また 当 社オリジナルで 抽
出した 保 湿 成分「ツバキ葉エキス」
「ツバキ種子エキス」
「ツバキ花
エキス」には、お肌のうるおいを保つ働きが期待されます。

植物由来の成分配合
・シコンエキス(ムラサキ根エキス)
・ソメイヨシノ葉エキス
・ユズ果実エキス
・セイヨウナツユキソウ花エキス
・ブドウ果汁発酵エキス
(乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液) ※すべて保湿成分

フラオール ブルーム
ミルク

コード TW008

豊かなうるおいとみずみずしい使用感で
お肌がうるおうジェル状保湿クリーム。

120mL 2,420円（税込）

厳選した植物成分と
保湿へのこだわりを実感

コード 10316

やさしく肌になじみ、キメの
整ったなめらかな肌に導く乳液。
※

アルコール 濃度 約65vol%配合 携帯用ハンドウォッシュ

クラブ ユカリ モイストローション

※ 清涼剤

ワココ
白麹※1と酒粕※2のフェイスパック
170g 2,200円（税込）
コード TW010

250mL 3,080円（税込）

敏 感 に なりがちな お 肌をやさしく整え
ながら、お肌のみずみずしさの鍵となる
水分を与える化粧水。

手になじませると速乾性があり、水で洗い流す必要
がないのでどこでも簡単に手を清潔に。

なめらかにうるおって、もっと触れたくな
るすべすべボディに導くボディミルク。

SHIZEN ならこすめシリーズ

コード X33334

48mL 770円（税込） コード Tcc003

コード TW009

発酵素材由来成分配合の
フェイスパック。

155mL 5,500円（税込）

ハンドクリアジェル

ワココ
ボディミルク

クラブ ロングセラー商品

厳 選した奈良県産の和漢 植物エキスが

美身クリーム

ふっくらハリ感のある雅な肌へ 導き
※４

エイジングケア

を叶える

60g 660円（税込）

オリジナル和漢エキス（うるおい美容成分 ※a ）を贅沢に配合

70g 792円（税込）

昭和
10年

ホルモンクリーム

コード K951110004

女性ホルモン※5配合でお肌にしっかり
ハリを与える、ロングセラーの弱油性保
湿クリーム。

大切に育てられた、産地と生産者の顔が見える和漢植物にこだわった５種類のオリジナル
和漢植物エキス（うるおい美容液成分※a）を開発、1本にたっぷり贅沢に配合しました。

ビシンクリーム
モイスチャーブレンドタイプ

ホルモンクリーム
（微香性）

※a うるおい成分（ヤマトトウキエキス、ヤマトシャクヤクエキス、ヤマトジオウエキス、ヤマトオウバクエキス、
ヤマトカキハエキス）

60g 748円（税込）

62g 1,078円（税込）

コード K951610023
国産和漢植物
エキス配合

お肌のハリ感はそのままで、ほのかな
ローズの香りの微香性弱油性保湿ク
リーム。

国産和漢植物
エキス配合

ホルモンクリームクラシカルリッチ

ならこすめ エッセンス

48mL 2,598円（税込）
コード K123300001

これ1本でしっとりつややか。化粧水・
美容液・乳液の機能があるオールイン
ワン美容液。

ならこすめ 大和の恵クリーム
25g 2,598円（税込）

コード K951110028

べたつかず、
しっとり潤うフェイスクリーム。
化粧下地としてもお使いいただけます。

いずれも配合成分は同じです。

各65g 1,078円（税込）

在庫が無くなり次第、販売終了

パウダー洗顔料

コード K123300002

エッセ ン ス ご 使 用 時 、さら にうる お
い 感 をプラスした い 時 に お す す め の
クリー ム 。

洗粉
3g 30包 1,650円（税込）

クラシカルリッチⅠ
コード K951610025

クラシカルリッチⅡ

クラシカルリッチⅢ

コード K951610026

コード K951610027

コード K061660026

50g 1,078円（税込）
コード Tcc004

うるおいヴェールに包まれ、カサつく
手肌もしっとりすべすべ。使うシーンを
選ばない無香料タイプ。

ならこすめ ハンドクリーム
（ヤマトタチバナの香り）
50g 1,078円（税込）
コード Tcc005

明日香 村 産 の 美 容うるお い 成 分「ヤ
マトタチ バ ナ エ キス 」配 合 ハンドク
リーム。

明治
39年
発売

天然小麦パウダー（洗浄成分）配合で刺激
が 少 なく、お 肌 の 弱 い 方でも使 用できる
粉末洗顔料。

ロングセラーのホルモンクリームに和漢植物エキス（シャクヤク、ボタン、ユリ）の
保湿成分配合でピンとハリのある肌に導く弱油性保湿クリーム。

ならこすめ
ハンドクリーム

発売

ローヤルゼリー配合※2でお肌にうるおいを
与える、さっぱりとしたバニシングタイプのク
リーム。

発売

コード K951610003

清らかな吉野山系の伏流水、それぞれの植物に適した気象・土壌のもとで、ひとつひとつ

明治
44年

これ1本で3つのお手入れが簡単に
化粧水

美容液

乳液

商品のご注文はこちらから

ホルモン美容乳液

フリー
ダイヤル

100mL 858円（税込）
コード K951610024

※5

ほのかなローズの香りで女性ホルモン
配合のオールインワン美容乳液。

ざくろ花
ざくろの花から抽出したざくろ
エキス(保湿成分)を配合

0120-508-369

9:00 〜17:00 受付(土・日・祝日除く)

https://club.cosmeonline.com/
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