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HAMPOOS REATMENTT

OLOR SAVERC

ギャレ

　ベルナシャンプー

　　 洗浄力にすぐれたシャンプー

　　 プレシャンプーにオススメ

NET　　　　10L

　　　　5L

￥7,500

￥4,000

グリーンフローラル / アップルの香り

　シーウィーズシャンプー

　　 天然ヤシ油系とアミノ酸系活性剤配合

　　 中性シャンプー

NET　　　　10L

　　　　5L

￥11,000

￥6,000

グリーンフローラル / アップルの香り

　シーウィーズトニックシャンプー

　　 天然ペパーミント配合

　　 爽快感でリフレッシュ

￥10,000

￥5,500

NET　　　　10L

　　　　5L

　シーウィーズプロテクトシャンプー

　　 アミノ酸系ノンリンスシャンプー

　　 お肌にやさしく、傷んだ髪を保護

￥17,000

￥9,000

NET　　　　10L

　　　　5L

グリーンフローラル / アップルの香り

店販用はアップルの香りのみ

￥9,800

￥3,920

￥1,960

NET　 　　　 4L

　700ml

　300ml

フローラルの香り

　シャンプーＭ

　　 アミノ酸系ノンリンスシャンプー

　　 スーパーしっとりタイプ

（店販用）

（店販用）

スタクテ

　シャンプーＳ

　　 アミノ酸系ノンリンスシャンプー

　　 しっとりタイプ

￥6,800

￥2,660

￥1,400

NET　 　　　 4L

　700ml

　300ml

フローラルの香り

（店販用）

（店販用）

ギャレ

　シーウィーズクリームリンス

　　 さらっとタイプのツヤのでるリンス

NET　　　　10L

　　　　5L

￥11,000

￥6,000

グリーンフローラル / アップルの香り

　シーウィーズトリートメント

　　 モイスチュアバランスを整えるトリートメント

　　 さらっとタイプ

NET　　　　3kg

　　　　

￥7,500

グリーンフローラル / アップルの香り

スタクテ

　トリートメントＳ

　　 キューティクルをやさしく包み、みずみずしい髪に仕上げます

　　 しっとりタイプ

￥8,800

￥4,060

￥1,400

NET　　　3kg

　700g

　200g

フローラルの香り

（店販用）

（店販用）

　トリートメントＭ

　　 洗い流さないトリートメント

￥12,000

￥1,960

NET　　　3kg

　200g

フローラルの香り

（店販用）

ヒーリング

　トリートメントアロマ

　　 アロマオイル配合　植物の持つ香りでヒーリング効果

NET　　　　3kg

　　　　

￥12,000

グリーンフローラル / アップルの香り

ロネージュ

　カラーセイバーシャンプー

　　 アミノ酸系ノンリンスシャンプー

　　 パーマやヘアカラーによる褪色防止やダメージ補修に効果的

 ￥8,000

￥1,750

￥2,500

NET　 　　　 4L

　250ｍｌ

15ml×50ヶ

ホワイトローズの香り

（店販用）

（サンプル用）

250ml×15 本

15ml×50ヶ

ディスプレイ台

店販セット   　　\18,000

（セット内容）

　カラーセイバートリートメント

　　 パーマやヘアカラーによる褪色防止やダメージ補修に効果的

￥7,500

￥1,750

NET　　　3kg

　200g

ホワイトローズの香り

（店販用）

ロネージュ

　ヘアエッセンスＨＰ

　　 パーマ液やヘアダイ、トリートメントに

　　 入れるだけでトリートメント効果ＵＰ

NET　　5ml×50ヶ ￥6,000



EAD MASSAGE　&　SCALP CAREH

ステップ１を塗布

水スプレーで頭皮を少し湿らせる

ステップ２を塗布

指圧マッサージをする（約５分間）

ステップ３でシャンプー

タオルドライ後、ローションなどを塗布

●　スキャルプクレンジングを使用する場合

スキャルプクレンジングを塗布

指圧マッサージをする（約５分間）

ステップ３でシャンプー

タオルドライ後、ローションなどを塗布

毛髪を分けて頭皮に塗布し、揉みこむように２～３分マッサージする

毛髪を分けて頭皮に塗布し、揉みこむように２～３分マッサージする

シャンプーをする（2回）

毛髪を分けて頭皮に塗布し、揉みこむように２～３分マッサージする

シャンプーをする（2回）

髪蘇物語　コース案内

健康な髪を保つためには、健康な頭皮であることが大切です。

海藻フコイダン     ( 高級トンガ産もずく) を主成分とし、植物エキ

スやアミノ酸、エイジングケア成分などを配合。

頭皮を健やかに保ちます。

※1

髪蘇物語 （はっそうものがたり）

　ステップ　１

　　 頭皮の皮脂取り用ホホバオイル

　　 毛穴に詰まった余分な油汚れを浮き出させます

 NET　 　　　 1L

　　　　300ｍｌ

￥18,000

￥9,000

　ステップ　２

　　 頭皮の荒れをスクワランオイルのはたらきで

　　 やさしく整えます

NET　 　　　 1L

　　　　300ｍｌ

￥18,000

￥9,000

　ステップ　３

　　 コラーゲン配合のシャンプー

　　 髪にハリとコシを与えます

NET　 　　　 5L

　　　　300ｍｌ

￥12,000

￥1,680 （店販用）

　スキャルプクレンジング

　　 ステップ 1+ 2 の簡易版　

　　 精製度の高いミネラルオイルとホホバオイル配合

　　 毛穴に詰まった余分な油汚れを浮き出させます

￥20,000

￥10,000

￥2,660

NET　 　　　 5L

　2L

　200ｍｌ

（店販用）

髪蘇物語 （はっそうものがたり）

　モイストアルガ　ナチュラルシャンプー

　　 フコイダン、植物エキス配合

　　 頭皮をしっとり洗い上げ、うるおいキープ

NET　　250ｍｌ ￥1,960

※１

（店販用）

　モイストアルガ　ナチュラルトリートメント

　　 フコイダン、植物エキス配合

　　 うるおいを閉じ込め、しっとりとした仕上がり

NET　　　250g ￥2,100

※１

（店販用）

　クリアアルガ　ディープシャンプー

　　 フコイダン、植物エキス配合

　　 頭皮をすっきり洗い上げ、さっぱりとした仕上がり

NET　　250ｍｌ ￥1,960

※１

（店販用）

　クリアアルガ　ディープトリートメント

　　 フコイダン、植物エキス配合

　　 髪にうるおいを与えつつ、さらっとした仕上がり

NET　　　250g ￥2,100

※１

（店販用）

　プレミアム　ヘアーローション

　　 フコイダン、植物エキス、アミノ酸、エイジングケア成分配合

　　 頭皮と髪に栄養を与えます。メントール配合の爽やかな使用感

NET　　120ｍｌ ￥3,220

※１

（店販用）

　モイストリッチ　ヘアーローション

　　 フコイダン、植物エキス、アミノ酸、エイジングケア成分配合

　　 頭皮と髪に栄養を与えます。乾燥を防ぎ、うるおいキープ

NET　　120ｍｌ ￥3,220

※１

（店販用）

　モイストリッチ　ヘアーローション

　　 フコイダン、植物エキス、アミノ酸、エイジングケア成分配合

　　 頭皮と髪に栄養を与えます。乾燥を防ぎ、うるおいキープ

NET　　120ｍｌ ￥3,220

※１

（店販用）

※1：クラドシホンノバエカレドニアエ多糖体

スタクテ

  ヘアートニック

 　  頭皮、頭髪にうるおいを与え、フケ、カユミをおさえます

 　  さわやかな香りで抜群の爽快感

￥16,000

￥6,800

￥4,300

￥1,260

NET　　　10L

　4L

2L

250ｍｌ

もぎたてオレンジの香り

（店販用）

ギャレ

  リフレッシュローション

　   シーブリーズタイプのローション

　   メントール等配合でトニックより強めの爽快感

NET　  　　3kg

　　　　

￥7,500

  ヒーリングジェル

　   メントール感が爽快なジェル　　マッサージ用におすすめ

NET　　700ｍｌ

　　　　

￥4,800



TYLINGS

ERMP

スタクテ

  セットローションＨ

　   ハードに固め、１日中スタイルキープ

  　 液状タイプ

NET　　　　2L

　　　　200ml

￥4,400

￥1,260 （店販用）

（店販用）

  セットローションＳＨ

　   スーパーハードタイプ

  　 ミストタイプ

￥5,600

￥1,400

NET　　　　2L

　　　　200ml

（店販用）

サラサラミスト

　髪をサラサラ、ツルツルにします

　くせ直しに最適

￥5,600

￥1,400

NET　　　　2Ｌ

　　　　200ml

（店販用）

コーティングジェル

　傷んだ髪もサラサラ、ツルツルにします

￥1,680NET    100ml

 レジナファッションカール

　  アンモニアタイプ

　  ノーマルからダメージヘアまで　弱めタイプ

￥7,500

￥750

￥550

￥270

NET　　1ケース

　1 セット

　1 液

2 液

（10セット入り）

エレナカール

　アンモニアタイプ

　健康毛に最適　ノーマルタイプ

￥6,500

￥650

￥500

￥270

NET　　1ケース

　1 セット

　1 液

2 液

（10セット入り）

 レジナファッションカールＷ

　  アンモニアタイプ

　  ノーマルからダメージヘアまで　やや弱めタイプ

￥7,500

￥750

￥550

￥270

NET　　1ケース

　1 セット

　1 液

2 液

（10セット入り）

エレナカールＷ

　アンモニアタイプ

　健康毛に最適　強めタイプ

￥6,500

￥650

￥500

￥270

NET　　1ケース

　1 セット

　1 液

2 液

（10セット入り）

 レジナＥＸ

　  天然葉緑素が反応臭のイオウをやわらげます

　  ノーマルからダメージヘアまで　強めタイプ

￥8,000

￥800

￥600

￥270

NET　　1ケース

　1 セット

　1 液

2 液

（10セット入り）

エレナパンチ

　油性分を多めに配合し、ケラチン分子の破壊を緩和

　ノーマルヘアに　アイパー用ノーマルタイプ

￥8,500

￥850

￥650

￥270

NET　　1ケース

　1 セット

　1 液

2 液

（10セット入り）

 レジナシスティン

　  ミネラルオイルの働きで軟毛や傷んだ毛先もふんわり仕上げ

　  ヘアダイ毛 ・ ダメージヘアに　やや強めタイプ

￥13,500

￥1,350

￥1,100

￥270

NET　　1ケース

　1 セット

　1 液

2 液

（10セット入り）

酸リンス

　ＰＰＴ配合の中間酸リンス

　５～６倍に薄めて使用

NET          5L ￥5,500

増粘剤

NET       400ml ￥1,200

販売終了

販売終了

販売終了



HAVINGS

TCEFTER SHAVING

フェイスオンは従来のシェービングソープと異なり、石鹸成分

を全く含まない、お肌にやさしい弱酸性のシェービングクリー

ムです。

感触はスキンクリームに近く、グリセリン・ミネラルオイル等

の油成分とシソエキス・ホップエキス・ウイキョウエキス・カ

ミツレエキス・セイヨウノコギリソウエキス等の植物エキスを

配合しております。

シェービング後の肌荒れやツッパリ感がなく、しっとりとした

感触が持続します。

フェイスオン　ご使用方法一例

①フェイスオンをお顔に塗布し

    ２～３分間フェイスマッサージをする。

　フェイスオンを 2倍に薄めて使用しても可

　フェイスマッサージはサロン様独自のもので可

②蒸しタオルで十分にヒゲを蒸らす。

　ヒゲ・お肌を膨潤・軟化させる

③お顔に塗布したフェイスオンを拭き取らず

    そのままシェービングする。

④深剃りをする場合は、再度フェイスオンを塗布。

⑤剃り終わればタオルで拭き取る。

⑥化粧水等で仕上げ。

お肌にやさしいヒアルロン酸配合の保湿ゲルです。

ヒアルロン酸・アロエエキス・アズレン等の保湿成分の働きで

栄養を与え、しっとりとした滑らかなお肌を保ちながら、お顔

が剃れます。

刺激がない・痒くならない・お肌が荒れない・お肌がつっぱら

ない・お顔剃り後のお肌がしっとりする等が特徴で、敏感肌の

方へもやさしい使用感となっております。

お顔剃り後の仕上げ剤としてもご使用頂けます。 　　

フェイスゲル　ご使用方法一例

①蒸しタオルでお顔を蒸した後、適量をお肌に塗

　布し、シェービングする。

②剃り終わればタオルで拭き取る。

③化粧水等で仕上げ。

A

フェイスオン

　エステシェービングクリーム

　石鹸成分を全く含まない、お肌に優しいお顔剃りクリーム

￥10,000

￥5,500

￥2,800

￥1,540

NET　 　　　 5L

　2L

　700ml

250ml

フェイスゲル

　ヒアルロン酸配合の保湿ゲル

　低刺激でお顔剃り後もお肌しっとり

￥5,800

￥1,260

NET    700ml

　100ml

シェービングソープ

　やさしい香りのシェービングソープ

　液状タイプ

NET　 　　　 2L

　　　　2 本セット

3 本セット

￥3,800

￥7,200

￥10,500

スタクテ

  スキンローション

　   お肌にみずみずしい潤いを与え、素肌をいきいきと保ちます

NET　 　　　 4L

　　　　2L

250ml

￥7,600

￥4,600

￥1,400

もぎたてオレンジの香り

  スキンミルク

　   保湿効果の高い乳液

　   疲れたお肌を優しくいたわり、潤いを与えて肌荒れを防ぎます

NET　 　　　 4L

　　　　2L

200ml

￥7,600

￥4,600

￥1,400

もぎたてオレンジの香り

アルコール消毒液

　カミソリ ・ ハサミ等の消毒に

NET　 　　　 2L

　　　　2本セット

3本セット

￥2,400

￥4,000

￥5,700

フルーティーの香り

タオルコロン

　2 種の香りからお選びください

NET　 　　　 5L

　　　　

￥7,800

オレンジ / ジバンシィの香り

オレンジ / ジバンシィの香り



STE & SKIN CAREE

植物由来の美容成分をたっぷり配合したナチュラルなスキンケアシリーズ

シリーズでお使いいただくことにより、お肌に負担をかけずに肌本来が持つ力を引き出します。

フェイシャル＆ボディケア

  ローヤルゼリージェルパック

 　  生ローヤルゼリー配合のマスクジェルパック

 　  うるおい、栄養成分を角質層へ補給

NET     250g ￥4,500

  アスタキジェルパック

　   アスタキサンチン配合のマスクジェルパック

  　 うるおいに満ちた透明感のある美肌へ

NET     250g ￥5,400

  フルーツヨーグルトパック

　   ビタミンたっぷりのマスクジェル

　   ツルツル ・ スベスベ美肌へ

NET     500g ￥6,750

  さくらマスクパック

　   塗ってはがすパック。パウダーとローションを混ぜ合わせます

　   サクラ葉エキスや湯村温泉水配合、うるおい美肌へ

NET     300ｇ

NET        1L

￥9,000

￥4,500さくらマスクローション

さくらマスクパウダー

クレンジングクリーム

　メイク汚れをしっかり落とします

　クリームタイプ

NET      500g ￥5,500

クレンジングゲルクリーム

　メイク汚れをやさしく落とします

　ゲルクリームタイプ

NET      500g ￥3,375

リムーバーローション

　デリケートな目元 ・ 口元に

　低刺激なオイルフリータイプ

NET    150ｍｌ ￥1,350

ギャレスキンクリアジェル

　お顔の古い角質、毛穴、角栓の頑固な汚れやメイクの残り

　などをしっかり落とします

NET      100g ￥1,440

  マッサージジェル

　   肌スベリの良いスキン ・ ボディ兼用マッサージジェル

  　 お肌のコンディションを整え、輝く美肌へ

  NET     250g ￥2,700

  マッサージオイル

　   精製度の極めて高いミネラルオイルが主成分

  　 うるおいを保ち、滑らかな肌へ導くピュアオイル

NET     500g ￥3,600

  アイクリームＡＣＥ

　   加齢の気になる目元へ

　   ハリとうるおいを与えるクリーム

NET        30g ￥5,400

オイルＳＱ

　高級スクワラン 100％

　肌トラブルに負けない健康な肌へ導くピュアオイル

NET    500ｍｌ ￥5,400

ボディクリーム

　乾燥が気になる肌をしっとり滑らかに

　顔用にも使える、大人のための上質なボディクリーム

NET      500g

200g

￥3,600

￥1,680

  クリスタルジェル

  　 乾燥やくすみが気になる肌に

  　 チンピエキスが角質細胞にハリを与えてキメを整え、海藻エキ

　   スや植物由来の成分が肌荒れを防ぎ、お肌のコンディションを

　   整えます
NET    700ml ￥11,800

  ミルキーローション

　   ツバキ油、天然ヒアルロン酸、スクワランオイル配合

　   べとつかず、まろやかな感触のよく伸びる乳液

NET　　500ml

　　　　100ml

￥6,500

￥2,400 （店販用）

 

エッセンス

　天然ヒアルロン酸を主成分とした贅沢な美容液

　ナチュラルな保湿効果の高いエッセンス

NET　　200ml

　　　　　30ml

￥10,000

￥4,800 （店販用）

クリアウォッシュ

　弱酸性のアミノ酸系液体洗顔料

　天然由来の安全性の高い洗浄成分を使用

NET　　500ml

　　　　　120ml

￥5,000

￥1,800 （店販用）

ロネージュ

  スキンローション

　   天然ヒアルロン酸、様々な植物抽出エキスを配合

　   お肌にやさしいナチュラルな弱酸性処方

NET    500ml

　　　　100ml

￥6,000

￥2,100 （店販用）

エイジングケアジェル

　乾燥やハリがないなどのお悩みを抱えた大人のお肌に

　最先端エイジングケア「ナールスゲン 」や「リンゴ幹細胞エキス」配合

　角質層の隅々にまで栄養とうるおいを届け、ふっくら弾む肌に

NET    700ml ￥12,600

®

販売終了



ロネージュ DEEP SEA
このシリーズの製品には、様々なミネラルを含む「海洋深層水（日本海石川県能登海域にて採取）」を使用しています。

そして、各製品ごとに適したマリン由来の美容成分をバランスよく配合いたしました。

大人肌のケアをコンセプトに処方設計された、濃厚なのにべたつかないエイジングケアコスメです。

最新のエイジングケア成分「ナールスゲン®」、「リンゴ幹細胞エキス」、「防御型ヒアルロン酸」などの
うるおい＆美容成分を配合いたしました。

「しっかり保湿にこだわった」プレミアムライン

お肌へさらなるアプローチ。ワンランク上のハリ、ツヤ、うるおいのある美肌へ導きます。
ロネージュ　プレミアム　

ミルキーエッセンス

　低分子ヒアルロン酸配合でうるおいが長続き

　角質層のすみずみまで浸透し、しっとり素肌へ

NET　　　30ml ￥1,920 （店販用）

コンセントレイトエッセンス

　高分子ヒアルロン酸高配合で肌にうるおいを

　保湿力、美白効果に富んだナチュラルな美容液

NET　　　30ml ￥2,640 （店販用）

ＵＶデイクリーム

　ＳＰＦ25ＰＡ++　日焼けの気になる部分に

　化粧下地にもお使いいただけます

NET　　　30ml

　　　

￥1,800 （店販用）

ソフトピーリングジェル

　低刺激な角質ピーリングジェル

　明るく、なめらかな肌へ

NET　　　100g

　　　

￥1,680 （店販用）

ナイトリッチクリーム

　角質層のすみずみまで浸透して保湿と栄養補給

NET　　　　40g ￥3,240 （店販用）

クレンジングミルク

　メイク汚れをしっかり落とします

　弱酸性 ・ 低刺激の乳液タイプ

NET　　100ml ￥1,320 （店販用）

リムーバーローション

　デリケートな目元 ・ 口元に

　低刺激なオイルフリータイプ

NET　　100ml ￥1,440 （店販用）

ウォッシングフォーム

　弱酸性アミノ酸系洗顔フォーム　低刺激

　ポンプフォームタイプ

NET　　150ml ￥1,320 （店販用）

アン　エッセンス

　とろりと濃厚な美容液

　ヒアルロン酸などを高配合し、うるおい感をＵＰ

NET　　　30ml ￥2,700 （店販用）

アスタプレミアムオールインワンクリーム

　アスタキサンチン配合のオールインワンクリーム

　ハリとうるおいに包まれた、みずみずしい素肌へ

NET　　　　40g

　　　

￥2,640 （店販用）

プレミアムエッセンス

　３種のヒアルロン酸とリンゴ幹細胞配合

　角質層のすみずみまでうるおいを届ける美容液

NET　　　30ml ￥3,600 （店販用）

モイスチュアローション

　しっとりタイプの化粧水

　角質層のすみずみまで浸透し、ハリのあるみずみずしい素肌へ

NET　　100ml ￥1,920 （店販用）

ミノーシュ　アン

アン　モイスチュアローション

　ほんのりとろみのある化粧水

　洗顔の後に適量を塗ると、うるおいをしっかり実感できます

NET　　100ml ￥2,100 （店販用）

アン　エイジングケアクリーム

　スクワラン、ツバキ油などのエモリエント成分を配合

　お肌を乾燥から守り、うるおいを保ちます

NET　　　　40g ￥3,300 （店販用）



〒611-0041　京都府宇治市槙島町落合121-1

TEL     0774-23-5868　     0120-62-4800    

FA X     0774-23-5868

E-mail  info@logic-cos.co.jp

株式会社　ロジック

店販商品価格一覧

SHAMPOO

スタクテ　    シャンプーＳ

　　　　　　　　　　　　　        700ml　\3,800

　　　　　　　　　　　　　        300ml　\2,000

　　　　　　　  シャンプーＭ

　　　　　　　　　　　　　        700ml　\5,600

　　　　　　　　　　　　　        300ml　\2,800

ロネージュ　 カラーセイバーシャンプー

　　　　　　　　　　　　　        250ml　\2,500

TREATMENT

スタクテ　    トリートメントＳ

　　　　　　　　　　　　　         700g　\5,800

　　　　　　　　　　　　　         200g　\2,000

　　　　　　    トリートメントＭ

　　　　　　　　　　　　　         200g　\2,800

ロネージュ　 カラーセイバートリートメント

　　　　　　　　　　　　　         200g　\2,500

STYLING

スタクテ　　　ヘアートニック

　　　　　　　　　　　　　        250ml　\1,800

　　　　　　　　セットローションＨ

　　　　　　　　　　　　　　　　　200ml　\1,800

　　　　　　　　セットローションＳＨ

　　　　　　　　　　　　　　　　　200ml　\2,000

　　　　　　　　サラサラミスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　200ml　\2,000

　　　　　　　　コーティングジェル

　　　　　　　　　　　　　　　　　100ml　\2,400

　　　　　　　　　　　

                                                              

HEAD MASSAGE & SCALP CARE

髪蘇物語　 ステップ３

　　　　　　　　　　　　　        300ml　\2,400

　　　　　　   スキャルプクレンジング

　　　　　　　　　　　　　        200ml　\3,800

　　　　　　   モイストアルガ
　

　　　　　　　　　　　　　        250ml　\2,800

　　　　　　   モイストアルガ
　

　　　　　　　　　　　　　         250g　\3,000

　　　　　　   クリアアルガ
　

　　　　　　　　　　　　　        250ml　\2,800

　　　　　　   クリアアルガ
　

　　　　　　　　　　　　　         250g　\3,000

　　　　　　   プレミアムヘアーローション

　　　　　　　　　　　　　        120ml　\4,600

　　　　　　   モイストリッチヘアーローション

　　　　　　　　　　　　　        120ml　\4,600

　　　　　　   アルガヘアーエッセンス

　　　　　　　　　　　　　        120ml　\4,600

SHAVING

　　　　　　　　フェイス ゲル

　　　　　　　　　　　　　　　　　100ml　\1,800

　　　　　　　　フェイス オン

　　　　　　　　　　　　　　　　　250ml　\2,200

AFTER SHAVING

スタクテ　　　スキンローション

　　　　　　　　　　　　　　　　　200ml　\2,000

　　　　　　　　スキンミルク

　　　　　　　　　　　　　　　　　200ml　\2,000

     オールインワンクリーム

FACIAL&BODY

ロネージュ　　　　スキンローション

　　　　　　　　　　　　　        100ml　\3,500

　　　　　　　　　　ミルキーローション

　　　　　　　　　　　　　        100ml　\4,000

　　　　　　　　　　エッセンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　30ml　\8,000

　　　　　　　　　　クリアウォッシュ

　　　　　　　　　　　　　        120ml　\3,000

　　　　　　　　　　ボディクリーム

　　　　　　　　　　　　　         200g　\2,800

　　　　　　　　　　プレミアムエッセンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　30ml　\6,000

　　　　　　　　　　アスタプレミアム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40g　\4,400

　　　　　　　　　　

ミノーシュ　アン

　　　　　　　　　　アン　モイスチュアローション

　　　　　　　　　　　　　        100ml　\3,500

　　　　　　　　　　アン　エッセンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　30ml　\4,500

　　　　　　　　　　アン　エイジングケアクリーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40g　\5,500

ディープシー    モイスチュアローション

　　　　　　　　　　　　　        100ml　\3,200

　　　　　　　　　　ミルキーエッセンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　30ml　\3,200

　　　　　　　　　　コンセントレイトエッセンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　30ml　\4,400

　　　　　　　　　　ＵＶデイクリーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　30ml　\3,000

　　　　　　　　　　ナイトリッチクリーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40g　\5.400

　　　　　　　　　　クレンジングミルク

　　　　　　　　　　　　　        100ml　\2,200

　　　　　　　　　　リムーバーローション

　　　　　　　　　　　　　        100ml　\2,400

　　　　　　　　　　ウォッシングフォーム

　　　　　　　　　　　　　        150ml　\2,200

　　　　　　　　　　ソフトピーリングジェル

　　　　　　　　　　　　　        100ml　\2,800

 ナチュラルシャンプー

 ナチュラルトリートメント

 ディープシャンプー

 ディープ　トリートメント

販売終了

販売終了


