
CATALOG

2020



Let nature 
do the work!

なりたい髪に合わせて、自然由来の有効成分を 
それぞれに配合したシャンプー、コンディショナーのシリーズです。
ドライヘアの保湿、ダメージの補修、ボリュームアップ、 
カラーを長持ちさせたい、様々な髪タイプの方にお選びいただけるように、 
４つのラインをご用意しました。

シャンプー＆コンディショナー

NEW
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さらに、自然の持つ力を最大に生かすために、
安全で信頼の出来るサイエンスを積極的に取
り入れています。

自然と科学のどちらも取り入れて、安全で有効
な成分を考え抜かれたバランスで配合しました。
画期的な製品は私たちの誇りです。

流行に 
とらわれない製品
市場には膨大な種類のヘアケア製品があふれ
ています。流行の成分が配合されているという
謳い文句や美しいセレブリティーの宣伝を通し
て、実際の中身がよく分からないままに、「なん
となく良いもの」と思わされていることが少な
くありません。

私たちは流行や形式などに影響されることな
く、目的に応じて必要な成分を充分に配合した、
高品質な独自の製品を作り続けます。

目的に合わせて 
充分に注ぎ込む
それが自然由来成分を製品へ取り入れる
ときのメラルーカの考えです。
自然由来だからといって、少しずつ色々な
成分を入れても、確かな効果を感じられる
製品になるとは限りません。

セイ ベラのヘアケアは髪質や環境で変わる髪
の悩みに合った成分を選び、効果が発揮され
るのに充分な量を配合しています。

信頼できる成分だけを
世界中に存在する厳しい基準に基づいて、健康
や環境に悪影響を及ぼす可能性のある成分を
しっかりと選別し、安心して使用できる成分の
みを使用してセイ ベラのヘアケアシリーズを作
りました。
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セイ ベラ  
モイスチャースムース
シャンプー＆コンディショナー

もう乾燥に悩まない！

こんなあなたにおすすめ

保湿力の高いアルガンオイル、ココナッツ、シアバター、
バオバブ種子オイルが配合されたパワフルな処方で、
髪にうるおいを与え、湿気にも負けないまとまりのよ
い髪に洗い上げます。

あなたがくせ毛や、太くてパサつく、まとまりづらい髪
質、もしくはカラーリングやストレートパーマ、熱によ
るダメージヘアに悩んでいるならば、モイスチャース
ムースシリーズはまさにあなたのためのヘアケア製品
です。しっかりとうるおいを補給する植物オイルがたっ
ぷりと配合され、べたつくことなく、指通りがよい艶や
かな髪に導きます。

厳選の植物由来成分
アルガンオイル、ココナッツオイル
指通りのよいなめらかな質感と艶を与えます。

シアバター
深いうるおいを与え、紫外線のダメージから守ります。

バオバブ種子オイル
美しい髪の土台となる頭皮を元気にし、ダメージの修
復を助けます。

ババスオイル
乾燥した頭皮にうるおいを与えて、弾むような質感を
作るとともに、ダメージのある毛先も保湿します。
＊モイスチャースムース コンディショナーに使用

太くて硬い髪、くせ毛、乾燥しやすい
こんな 
髪質の方に 
おすすめ

乾燥がひどい、切れやすい、ダメージが絶えない	
こんな 
髪質の方に 
おすすめ

セイ ベラ  
ストレングス
シャンプー＆コンディショナー

セイ ベラ モイスチャースムース  
コンディショナー （237mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5522 ¥2,420 ¥1,690 8

セイ ベラ モイスチャースムース  
シャンプー （296mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5509 ¥2,420 ¥1,690 8
セイ ベラのシャンプー、コンディショナーは髪が本
当に喜ぶ自然由来成分を厳選し、最適なバランスで
配合しています。

    使用している容器の原料として50%が再利用され
たリサイクル素材が使われています。

セイ ベラ ストレングス  
コンディショナー （237mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5723 ¥2,420 ¥1,690 8

セイ ベラ ストレングス  
シャンプー （296mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5517 ¥2,420 ¥1,690 8
セイ ベラのシャンプー、コンディショナーは髪が本
当に喜ぶ自然由来成分を厳選し、最適なバランスで
配合しています。

    使用している容器の原料として50%が再利用され
たリサイクル素材が使われています。

より強く、輝く髪に！
オリーブやアーモンドオイル、野菜由来のプロテイン
などの保湿成分が、髪に深い潤いを与え、枝毛などの
ダメージに負けない艶やかな髪に洗い上げます。

こんなあなたにおすすめ
髪が切れやすい、枝毛が絶えない、髪が傷みやすいな
どのお悩みがあるあなたには是非ストレングスシリー
ズでのヘアケアをおすすめします。髪を強くするのに
不可欠なビタミン、抗酸化物質が豊富に含まれた自
然由来成分がうるおいを閉じ込め、外的ダメージか
ら守ります。

厳選の植物由来成分
アルギニン
たんぱく質を構成するアミノ酸の一種で健やかな髪
の生育に必須な成分。

オリーブオイル、アーモンドオイル
髪に艶を与え、深い潤いを与えることでダメージを防
ぎます。

野菜由来プロテイン
髪の表面をなめらかに整えると同時に、髪の潤いと柔
軟性を高めて、切れ毛を防ぎます。

シルクプロテイン
シルクは地球上でもっとも強い繊維の一つです。シル
クプロテインはシルク由来のたんぱく質で、髪の弾力
をアップし、外的ダメージへのバリア効果が期待でき
ます。髪にやわらかさと艶を与えます。

NEW NEW
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セイ ベラ 
フルボリューム
シャンプー＆コンディショナー

細い髪、ストレートヘア、ボリュームダウンが気になる
こんな 
髪質の方に 
おすすめ

セイ ベラ  
カラーロック
シャンプー＆コンディショナー

カラーリングヘア	
こんな 
髪質の方に 
おすすめ

根元から立ち上げて 
ボリュームアップ

こんなあなたにおすすめ

頭皮に栄養を与えるライスプロテインやアマランサ
スなどの植物成分を組み合わせた処方で、自然なボ
リュームを持ち、柔らかで指通りのよい艶やかな髪を
保ちます。

髪が細くて寝てしまいがち、もっと根元にボリュームを
アップしたいと思っているあなたは是非フルボリュー
ムラインをお試しください。ライスプロテインやアマラ
ンサスなどを独自配合で髪を毛根から強くし、自然な
ボリュームを出して、より扱いやすく、艶までも与えて
くれます。

厳選の植物由来成分
ライスプロテイン
弾力とボリュームのある髪を保ちます。

アマランサス
艶を与え、若 し々い印象を作り、髪をまとまりやすくし
ます。

セイ ベラ フルボリューム シャンプーは髪のボリュー
ムアップの効果を高めるため、自然由来のサルフェー
トが含まれております。このサルフェートは髪を寝か
せる要因になる過剰な油分や汚れを取り除く性質に
非常に優れており、特別に選ばれた成分です。

    使用している容器の原料として50%が再利用され
たリサイクル素材が使われています。

セイ ベラ フルボリューム  
コンディショナー （237mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5719 ¥2,420 ¥1,690 8

セイ ベラ フルボリューム  
シャンプー （296mL）　    ※小麦由来成分を使用しています

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5510 ¥2,420 ¥1,690 8

厳選の植物由来成分
ヒマワリ種子エキス
紫外線などの外的要因から髪を守ります。

キヌア
カラー剤などでダメージを受けた髪に艶と元気を与
えます。

アミノ酸のブレンド
ダメージを防ぎながら、まとまりやすく、つややかな
若 し々い印象の髪に導きます。

カラーリング仕立ての美しさ長持ち
抗酸化力の高い、ヒマワリの種、キヌアのリッチな配
合でカラーリングしている髪に艶を与えてまとまりを
よくし、カラーの退色の原因となる外的要因から髪を
保護して、鮮やかなカラーを長持ちさせます。

こんなあなたにおすすめ
ヘアカラーは欠かせない、けれどメンテナンスのため
にサロンに頻繁に通うのは大変。そう思っているあな
たはカラーロックシリーズのヘアケアを取り入れてみ
ては。ミネラル豊富な植物エキスやビタミンＥが、カ
ラーリングしている髪を美しく保ちます。

セイ ベラのシャンプー、コンディショナーは髪が本
当に喜ぶ自然由来成分を厳選し、最適なバランスで
配合しています。

    使用している容器の原料として50%が再利用され
たリサイクル素材が使われています。

セイ ベラ カラーロック  
コンディショナー （237mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5744 ¥2,420 ¥1,690 8

セイ ベラ カラーロック  
シャンプー （296mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

5524 ¥2,420 ¥1,690 8

NEW NEW
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指通りのよい扱いやすい髪へ
絡まりやすい髪をなめらかにし、静電気や縮れを
防ぎます。髪表面に艶を与え、よりスタイリングし
やすい髪へと整えます。

セイ ベラ リーブイン スプレー（237mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

4760 ¥2,100 ¥1,470 7

週に数回の集中ケアでダメージ補修
傷んだ髪に深い潤いを与えて、柔らかで艶のある
健康的な髪を保ちます。

セイ ベラ ヘアマスク（118mL）

製品番号 通常価格 31%
オフ

特別 ポイント

3165 ¥1,850 ¥1,270 6

セイ ベラ ホットアイロン スプレー （237mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

4677 ¥2,100 ¥1,470 7

セイ ベラ ソフトスタイリング クリーム （118mL）

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

3130 ¥2,100 ¥1,470 7

固めず自然なヘアスタイルをキープ
髪のパサつきを抑えて、まとまりをよくし、つやの
ある自然なウェーブやカールスタイルをキープし
ます。

熱を加えるヘアスタイリングの前に
ドライヤーやヘアアイロンなどを使用したヘアス
タイリング時に髪を熱から守り、しなやかで艶の
あるヘアスタイルに仕上げます。

Oh 
behave, 
hair!
トリートメント＆スタイリング剤

Renewal パッケージリニューアル
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毎日の基本のお手入れ デイリースキンケア

アドバンス トリプル 
ベネフィット セラム

［P21］

パーフェクトケア  
セラム EX
［P17］

パーフェクトケア  
フェイシャルウォッシュ EX

［P16］

パーフェクトケア トーナー 
フレッシュ／リッチ

［P17］

パーフェクトケア  
クレンジング
オイル EX

［P16］

パーフェクトケア  
クレンジング
オイル EX

［P16］

スキンケア ステップチャート クレンジング 洗顔 化粧水 美容液 乳液／クリーム

デリケートな 
お肌に
パーフェクトケア

リファイン／ハイドレート 
フェイシャル クレンザー

［P20］

アドバンス
クラリファイ／ハイドレート 

トーナー
［P20］

リファイン  
マッド マスク 

［P27］
DC マスク 

［P27］
リフティング  
マスク［P25］

マッサージクリーム  
アドバンス［P25］

プレミアム  
クリーム［P23］

特に気になる部分や 
肌の悩みに

スペシャルケア

夜のお手入れ

夜のお手入れ

朝のお手入れ

朝のお手入れ

エイジングケアに
セイ ベラ アドバンス

アドバンス トリプル ベネフィット  
ナイトクリーム［P21］

パーフェクトケア  
デイクリーム

［P17］

パーフェクトケア ナイトクリーム
［P17］

アドバンス 
トリプル 
ベネフィット 
クリーム

［P20］

アドバンス 
トリプル 
ベネフィット 
ローション

［P20］

アイ メイクアップ  
リムーバー［P26］

目もと専用 
クレンジング
お顔全体の 
クレンジング前に

くすみ・ 
毛穴対策
洗顔のあとに

ハリと保湿の 
集中ケア
化粧水のあとに

フェイスライン 
対策
化粧水／美容液の 
あとに

リッチな 
美容保湿クリーム
化粧水／美容液の 
あとに

トリプル ベネフィット 
ナイト アイクリーム ［P29］アイジェル ［P28］

目もと用 
美容液
乳液／ 
クリームの前に

目もと用 
美容液（夜用）
乳液／ 
クリームの前に

ピュアエッセンス  
ホワイトニングジェル ［P24］

オールインワン美白ジェル
化粧水・美容液・乳液の役割をこれ1つで

忙しい朝も、お疲れの夜も 
これ１つでお手入れ完了

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。（１）使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があ
らわれた場合 （２）使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。

化粧品のご使用に 
関するご注意

クレンジング  
ワイプス［P26］

クレンジング 
シート
メイクを 
その場で簡単に 
落としたい時に
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デリケートな日本人の 
肌ニーズに着目して開発されたスキンケアライン
パーフェクトケア

F（フレッシュタイプ）  
セット内容
クレンジングオイル EX
フェイシャルウォッシュ EX
トーナー フレッシュ／セラム EX
デイクリーム／ナイトクリーム

R（リッチタイプ）  
セット内容
クレンジングオイル EX
フェイシャルウォッシュ EX
トーナー リッチ／セラム EX
デイクリーム／ナイトクリーム

10%
OFF

S
P

E C I A
L  S AV I N G S  F R O

M

S E I  B E L L A

セットで買うとさらにお得！

心を癒す
天然アロマ効果

パウダーに 包み込まれた成分が 
 少しずつ溶け出し、 24時間続く

タイムリリース テクノロジー

デリケートなお肌も安心
日本女性のための

特別処方

内側と外側から
ハーブのダブルアプローチ

バリア機能
外側から

肌細胞の力
内側から

イチョウ 
エキス

メラルーカ 
オイル

ニンジン 
エキス

ワイルドタイム 
エキス

ハトムギ種子 
エキス

スイート 
マジョラム 

エキス

シャクヤク根 
エキス

チャ 
エキス

カワラヨモギ 
エキス

メラルーカ 
オイル

カンゾウ 
エキス

チョウジ 
エキス

パーフェクトケア セット R （普通肌～乾燥肌用） 

製品番号 通常価格 41%
オフ

特別 ポイント

7548 ¥25,160 ¥14,670 75

パーフェクトケア セット F （普通肌～脂性肌用）

製品番号 通常価格 41%
オフ

特別 ポイント

7547 ¥25,160 ¥14,670 75
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肌にやさしく。
くすませない洗顔フォーム。

洗顔

肌にやさしいアミノ酸系の洗浄成分で、汚れや古い角質だけを
落としながら肌のキメを整える弱酸性の洗顔料です。

肌にすいこまれるように、たっぷりとうるおいを与えながら、大
切なpHバランスを整えます。

カサつきや乾燥などが気になる肌を整える、リッチな感触の化
粧水。pHバランスを整え、続けるほどに保水力がアップ。

乾燥に悩む肌も
しっとりとしたうるおいが続く。

普通肌～乾燥肌用

肌にべとつかず、
さわやかにみずみずしく。

化粧水

化粧水

普通肌～脂性肌用

とろけるようにやさしくなじむ、
植物成分のクレンジング。

クレンジング

ヒマワリ油、オリーブ油、アーモンド油などを贅沢に配合。こす
らずに軽くマッサージするだけで、落ちにくいメイクや毛穴の汚
れをすっと浮き上がらせるので、肌に負担をかけません。

つめかえ時のご注意
使用後、ボトルとポンプを洗わずにつめかえてください。

つめかえ時のご注意
使用後はボトルとポンプを洗浄して、しっかりと乾燥させてからつめか
えてください。

つめかえ時のご注意
使用後はボトルとポンプを洗浄して、しっかりと乾燥させてからつめか
えてください。

ボトルより

¥210
お得

SP
ECIAL SAVINGS FRO

M

S E I  B E L L A

積極防御で
ここちよさが続くデイクリーム。

日中用クリーム

肌本来のバリア機能を高めるデイクリーム。紫外線吸収剤を
含まず、SPF12程度の日焼け止め効果を発揮します。化粧下
地としてもお使いいただけます。

眠っている間に、じっくりケア。
朝の肌が変わるナイトクリーム。

夜用クリーム

やわらかく肌になじむ、軽やかな感触のナイトクリーム。有効
成分が眠っている間に持続的に働きかけます。

さらりとなじんで
ハリと透明感を与える。

美容液

植物性スクワランと天然ビタミンEの働きで、ハリと透明感あふ
れる、なめらかな肌に導きます。肌にのせた瞬間にすっとなじみ、
次に使うクリーム成分の浸透を促します。

SPF

12

P E R F E C T  C A R E

ボトルより

¥250
お得

SP
ECIAL SAVINGS FRO

M

S E I  B E L L A

ボトルより

¥250
お得

SP
ECIAL SAVINGS FRO

M

S E I  B E L L A

パーフェクトケア クレンジングオイル EX （150mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7540 ¥3,670 ¥2,200 11

パーフェクトケア トーナー フレッシュ （150mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7542 ¥4,230 ¥2,520 13

パーフェクトケア セラム EX （30mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7544 ¥6,720 ¥3,980 20

パーフェクトケア デイクリーム （30g） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7545 ¥4,100 ¥2,440 12

パーフェクトケア ナイトクリーム （30g） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7546 ¥5,650 ¥3,360 17

パーフェクトケア トーナー リッチ （150mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7543 ¥4,230 ¥2,520 13

パーフェクトケア クレンジングオイル EX  
つめかえ用 （150mL）

製品番号 通常価格 39%
オフ

特別 ポイント

6517 ¥3,310 ¥1,990 10

パーフェクトケア トーナー フレッシュ  
つめかえ用 （150mL）

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

5153 ¥3,820 ¥2,270 11

パーフェクトケア トーナー リッチ  
つめかえ用 （150mL）

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

5159 ¥3,820 ¥2,270 11

パーフェクトケア  
フェイシャルウォッシュ EX （120g）

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7541 ¥3,260 ¥1,950 9

16 17Sei Bella   2020 jp.melaleuca.com    



年齢を感じさせない、 
上質な肌のための新しいアプローチ 
現在、そして未来の肌のために
セイ ベラ アドバンス

ハリのある肌を目指すエイジングケアに

みずみずしく、若々しく、 
そして輝く肌のためのトリプル ベネフィット
セイベラ アドバンス トリプル ベネフィットは、ペプチド、植
物エキス、ビタミンなどを配合。潤いをしっかりと与えながら、
年齢肌ならではの悩みにアプローチし、みずみずしく、若 し々
く、そして輝くような肌へと導きます。

テトラペプチド（ハイドレート / クラリファイ）
肌の中のコラーゲンやエラスチンに働き、タルミ
を防ぐことで､ハリのあるすこやかな肌を保ちます。

カルノシン（ハイドレート / クラリファイ）
アンチエイジング効果の高い成分で、ハリのある
すこやかな肌に保ちます。

ヒアルロン酸（ハイドレート）
肌本来の持つ保湿効果を高め、潤いとハリのあ
る肌に保ちます。

キュウリ果実エキス（クラリファイ）
肌を穏やかに整えます（鎮静）。

みずみずしさ 潤いを与えるだけでなく、肌本来の潤いを
逃がさないための成分を配合。一日中みず
みずしい肌を保ちます。

若々しさ ペプチドやその他のエイジングケア成分が、
目元や口元などの年齢が気になる部分に働
きかけ、肌にハリを与えます。

輝く肌 健康的で美しい肌には輝きがあります。ビ
タミンB、C、E配合で、肌の色ムラやくすみ
を防ぎ、なめらかで輝きのある肌に導きます。
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夜用クリーム

寝ている間にじっくり働き、
翌朝ハリのある肌へ。
弾力の低下やくすみなど、加齢による肌の衰えにトータルに働
きかけるナイトクリーム。様々な成分が肌に弾力を与え、若々
しいハリを保ちます。

肌が本来持つ水分量を保ちながら皮膚の汚れや不要物をやさ
しく落とし、しっとりとした潤いのある肌に洗い上げます。

乾燥肌を洗顔からケア。
弾力とツヤのある肌へ。

洗顔 普通肌～乾燥肌用

保湿成分配合で、肌に豊かな潤いを与えながらｐHバランス
を整え、クリアでしっとりとした肌へ導きます。

肌に潤いを与え
弾力のある、すこやかな肌へ。

化粧水 普通肌～乾燥肌用

余分な皮脂や汚れ、不要物をやさしく落とし、クリアな肌に洗
い上げます。

古い角質を取り除き、
クリアな肌へ。

洗顔 普通肌～脂性肌用

皮脂吸収成分を配合。余分な皮脂を抑えながらｐHバランス
を整え、クリアでなめらかな肌へ導きます。

テカリを抑え、毛穴を清潔に保ち
清潔感のある肌へ。

化粧水 普通肌～脂性肌用

美容液

気になる目もと、
口もとを奥からふっくらと。
純度の高いレチノールと、ダーミカンの働きで気になる目もと、
口もとをしっかり内側からカバー。なめらかでハリのある肌へ。

※ アドバンス セラムを朝のお手入れに使用された後は、UVカット効果のあるアド
バンス トリプル ベネフィット ローションやクリームを必ずお使いください。

豊かな潤いを与えながらもべたつかず、やわらかでハリのある
肌に導きます。抗酸化成分や植物由来成分、ビタミンを配合し、
年齢肌ならではの悩みにアプローチします。

潤いを与え、保つことで、
すこやかな輝く肌へ。

日中用クリーム 普通肌～乾燥肌用

潤いをしっかりと与えながら、余分な皮脂は抑えて肌を守り、
ハリのある肌に導きます。抗酸化成分や植物由来成分、ビタミ
ンを配合し、年齢肌ならではの悩みにアプローチします。

潤いを保ちながら
テカリや毛穴の目立ちにくい肌へ。

日中用乳液 普通肌～脂性肌用

S E I  B E L L A  A D VA N C E D
R E S T O R E
R E V I T A L I Z E
R E J U V E N A T E

SPF

25
SPF

25

リファイン フェイシャル クレンザー （200mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

2702 ¥5,670 ¥3,360 16

アドバンス クラリファイ トーナー （200mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

245 ¥5,670 ¥3,360 18

アドバンス  
トリプル ベネフィット ローション （50mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

248 ¥9,520 ¥5,700 25

アドバンス  
トリプル ベネフィット クリーム （50mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

246 ¥9,520 ¥5,700 25

アドバンス トリプル ベネフィット  
ナイトクリーム （58mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

2706 ¥10,900 ¥6,520 29

アドバンス トリプル ベネフィット セラム （30mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

2715 ¥11,200 ¥6,720 28

アドバンス ハイドレート トーナー （200mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

244 ¥5,670 ¥3,360 18

ハイドレート フェイシャル クレンザー （200mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

2701 ¥5,670 ¥3,360 16
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５種類のヒアルロン酸の 
相乗効果
● 肌表面の水分蒸発を防ぎ、美容成分を保持
● 肌のバリア機能の修復をサポート
● 角質層へ深く浸透して保水効果を維持

エクトイン
過酷な環境に生息する微生物などが持つアミノ
酸の一種。優れた保水効果とうるおいを引き寄せ
る力があると言われ、荒れたお肌を癒やし、強く
てキメの整った素肌へ導きます。

を 高めるうるおい力

紫外線からの
ダメージケア

アルガンオイル

透明感

レスベラトロール 
ビタミンC誘導体 
プルーン分解物

肌の
ターンオーバー

ローヤルゼリーエキス 
チャ葉エキス

ハリ

エーデルワイスエキス
を サポートうるおい力

ご使用方法：
トーナー、セラムでお肌を整えた後、付属のスパチュラで真珠 1 コ分を顔
全体になじませます。

美しい肌をつくる最大のカギは「保湿」。 
やさしくしっかり働く美容成分が、肌本来の水分保持力を高め、 
ハリと透明感のあるプレミアムな肌へと導きます。

大人の「プレミアム肌」へ
セイ ベラ プレミアム クリーム

EGF 様ペプチド
（オリゴペプチド-24）

「EGF」は新しい細胞を作るのに
重要なたんぱく質。EGF様ペプ
チドは「EGF」に非常によく似
た働きを持っています。

ツバメの巣エキス
古くから高級食材として知られ、
天然のEGFを含有。コラーゲン・
エラスチンの生成に重要な役割
を果たします。

リンゴ幹細胞エキス
幹細胞はあらゆる細胞に変化で
きる「細胞の母」で、その活発さ
は肌の美しさに比例すると言え
ます。

を つくるうるおい力

プレミアム クリーム （50g） 

製品番号 通常価格 37%
オフ

特別 ポイント

5560 ¥20,370 ¥12,730 60

バースデープロモーション対象製品
ロイヤルカスタマーの方は、この製品をス
ペシャル価格で購入できます！

特別価格 ポイント オフ
シルバー ¥10,180 45 20%オフ
ゴールド ¥9,540 43 25%オフ
プラチナ ¥8,910 40 30%オフ
＊�ロイヤルカスタマーの方だけの特典です。
＊�Webでご注文の方は、お買い物時に自動的に
表示されます。

＊�ストア、お電話でのお買い物の時は、スタッフか
らご案内があります。
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ピュアエッセンス ホワイトニングジェルは、 
シミへと繋がる炎症のシグナルを止めると同時に、 
できてしまったシミの両方にアプローチ。 
しかも、ジェルタイプのワンステップケアなので、時間を取られません。 
毎日の簡単お手入れで、あなたの望む美しい肌へ。

シンプルステップ美白ケア
セイ ベラ ピュアエッセンス ホワイトニングジェル

ハス種子乳酸菌
肌のターンオーバーを促進してシミやクスミを防ぎます

発酵プラセンタ
保湿力にすぐれ、肌にうるおいと透明感を与えます

セイヨウオオバコ種子
肌の糖化（糖とたんぱく質の結合）による黄ぐすみ、タ
ルミにアプローチ

グリチルリチン酸ジカリウム
甘草から抽出される薬用成分

トラネキサム酸
メラニンの生成シグナルに働き、シミやクスミを防ぎます

スクワラン、酵母など、様々な植物由来エキスを配合

医薬部外品

有効成分

植物由来の美白成分

保湿＆アンチエイジング成分

医薬部外品の

美白ケア
シミにアプローチ

洗顔のあとは

これ1つ
でOK!

簡単お手入れ

化粧水・ 
美容液・乳液が
1つになった

1つで3役

ピュアエッセンス  
ホワイトニングジェル （50g） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

2089 ¥5,270 ¥3,160 15

たっぷり使える

100g

気になる肌の悩みに 
10分間のスペシャルケア
伸縮性のある密着シートが肌をつつみ込み、 
メラルーカ独自配合の保湿・ハリ成分がたっぷりとうるおいを与えます。 
明るく、内側からふっくらハリのある肌へ。

美しい肌へ導く、独自の配合成分

保湿
・ヒアルロン酸Na
・グリセリン
・リピジュア※
など

シワ
・エーデルワイス

など

ハリ
・プルラン
・ペプチド
・コルクガシ
など

※ポリクオタニウム-５１など

①  フィルムからシートを取り出
し、顔のかたちに広げます

A

③  頬の切り込みのつなぎ部分🅐を切
りはなし、マスクの下半分を矢印
の方向に引き上げ、シートを肌に
密着させ10 分程おきます

A

②  目、鼻、口の位置を合わせ
て顔にのせます

A

ご使用方法

リフティングマスク （20mL×6枚入り） 

製品番号 通常価格 36%
オフ

特別 ポイント

7695 ¥9,680 ¥6,110 29

毎日のマッサージで 
マイナス５歳肌
美容成分がたっぷり配合された、洗い流さないタイプのクリーム。 
マッサージをしている間に肌に吸い込まれるようになじみ、 
その後に使うアイテムの浸透を促します。 
朝・夜のスキンケアにマッサージのステップを加えてください。

クイックマッサージの方法
・  顔の筋肉の流れを意識し、チカラを入れず優しく行ないましょう。

・  手のチカラの目安は左手を右手首の上に軽く乗せてみてください。この感
触でマッサージを行ないましょう。

・  シワは筋肉に対し直角に入ることを覚えておくと、筋肉の流れを意識しや
すくなります。

※お肌に浸透するタイプのクリームですので、指のすべりが止まった場合はクリー
ムを足してお使いください。

① あごを３回 ③  目の下から額に向
かって 大きく３回

② 頬を大きく３回 ④  最後に、顔の中央から外
へ軽くなで、活性化した
肌を落ち着かせます

マッサージクリーム アドバンス （100g）

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

1260 ¥6,820 ¥4,090 22
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週に一度の角質ケアで、 
明るく透明感のある素肌へ

フランス産グリーンクレイ
豊富に含まれたミネラル分が、肌に栄養を与えながら、余
分な皮脂や毛穴に詰まった汚れを除去。

海藻類由来成分
カルシウム、カリウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラルを
たっぷり配合。

ご使用方法
 ①  洗顔の後、水気をしっかりふきとり、目のまわりは避けて、マスクを肌色が

隠れるくらいの厚さにのばします。
②  半乾きになるまで5～10分おいた後、水かぬるま湯で洗い流します。
③ 週に1～2回のスペシャルケアとしてお使いください。

くすんだ肌は10歳以上老けて見えると言われます。 
リファイン マッド マスクはビタミン・ミネラルなどの栄養分を肌に与え、 
汚れや古い角質を取り除き、くすみのない透明感のある肌へ導きます。

敏感な目もとの皮膚。擦ったりメイク落としを怠ると、小ジワ
やくすみになってしまいます。アイ メイクアップ リムーバーな
ら、ウォータープルーフのマスカラさえもすばやく取り除きます。
＊2層タイプですので、よく振ってから、コットンに含ませてやさしくふき取ってください。

敏感な目もとを 
優しくメイクオフ

アイ メイクアップ リムーバー （アイメイク落とし  120mL） 

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

9710 ¥4,340 ¥2,600 12

リファイン マッド マスク （100mL）

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

7225 ¥4,940 ¥2,930 14

炭&ウォーミングテクノロジーで 
毛穴のお掃除＋活性化
チャコール（炭）配合の洗い流すタイプのマスク。独自の

「ウォーミングテクノロジー（温熱技術）」で毛穴の奥に詰
まった汚れや余分な皮脂を溶かし出し、すっきりと落としま
す。お肌のお掃除+活性化で、くすみのない美しく輝く素肌に。

マスカラやアイメイクも簡単きれいに落とせるウェットシート
タイプのメイク落とし。キュウリやアロエ、カモミールなどの
植物エキスを配合し、肌にうるおいを与えながらやさしく拭
き取ります。パラベン不使用で、お肌に負担をかけない低刺
激処方。

クレンジング ワイプス  （30枚入り）

製品番号 通常価格 32%
オフ

特別 ポイント

4744 ¥1,430 ¥970 5

さっと取り出し 
メイクをするっと落とす

うるおい 
キープ

お肌にやさしい 
低刺激 
処方

しっかり 
落とす

DC マスク  （62.5g）

製品番号 通常価格 46%
オフ

特別 ポイント

1501 ¥5,500 ¥2,930 14

ご使用方法
① 水気をしっかりふき取った後、目の周りは避けて、顔全体に肌

の色が隠れるくらいの厚さにのばします。
② 5分間程おいた後、濡れた手でマッサージすることで、温熱効

果が起こります。
③濡らした布やコットンでふき取り、よく洗い流してください。
④週に1～2回のスペシャルケアとしてお使いください。
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グリセリン

緑茶エキス

シアバター

エキナセアエキス

ゴジベリーエキス

ツボクサエキス

アロエベラ

ローズマリーエキス

エンドウ豆抽出物

アルニカフラワー 
エキス

ブドウ抽出物

アラントイン

キュウリ果実エキス

スクワラン

朝鮮人参エキス

テトラペプチド

ライチ 
パッと明るい目もとに。

クコの実 
肌にハリを与えます。

オーツ麦 
肌をなめらかに整えます。

アルガンフルーツ 
目尻のシワを目立たなくします。

緑茶成分 
肌に栄養を与え、元気にします。

アロエベラ 
肌の状態を整え、うるおいを
与えます。

ユニスーズ 
クマとむくみにアプローチする
自然由来成分。

目もとのケアに最適なサイズと角度の
アプリケーターが、 
優しく均一にジェルを塗布

年齢による目もとの悩みに
トリプル ベネフィット ナイト アイクリーム

既にできてしまったシワを目立たなくする効果がある 
夜用目もと専用クリーム。 
目もとのハリ・弾力の衰え、目の下のたるみなどにアプローチし、 
若 し々くすっきりとした目もとへ導きます。うるおいとハリを与え、くま、シワ、むくみ、たるみなど 

目のまわりの悩みを目立ちにくくし、 
明るい目もとへ導きます。付属のアプリケーターは、 
塗りやすく、ひんやりとした感触で 
目もとをリフレッシュします。

マルチベネフィット 
アイトリートメント

目もとの乾燥対策に
セイ ベラ アイジェル

ご使用方法：
夜のお手入れ時に、指先に適量を取り、目のまわりにやさしくなじませます。

ご使用方法：
アプリケーターを直接目もとにあて、適量を出し、優しくすべらせるようにな
じませます。

植物由来エキスをはじめとした 
美容成分配合

美容成分を

補う・逃さない
クリームタイプ

眠っている間に

うるおいと 
ハリが浸透

うるおい 
成分がすっとなじむ 

ジェルタイプ

メイクの上 
からでも使えるから 
いつでもどこでも

アイジェル  （17mL）

製品番号 通常価格 39%
オフ

特別 ポイント

2711 ¥6,880 ¥4,130 20

トリプル ベネフィット  
ナイト アイクリーム （15mL）

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

9861 ¥7,890 ¥4,720 22
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C O L O R
C O S M E T I C S

ルースパウダー················· P34

仕上げ用パウダー。化粧くずれを防ぎ、肌を
きれいに見せます。

メイクアップ インデックス

アイシャドウ························ P36

まぶたに陰影をつけて、より立体的に。つける
色によって印象が変わります。洋服や気分に合
わせた色使いを楽しめます。

アイライナー······················· P35

目を強調するためにまぶたの際に線を描きます。
線の太さや色によって目もとの印象に変化を。

アイブロウ···························· P35

顔全体の印象を決める眉毛。髪と黒目の色の
中間色を選べばバランスよく描けます。

チーク····································· P37

頬にほんのり赤みをつけて、明るく優しい印象に。

マスカラ································· P35

1本1本をセパレートし、長く美しいまつ毛に整
えます。

● クリームファンデーション
● パウダーファンデーション
● モイスチャー ケーキ ファンデーション

ファンデーション········P32-33

メイクの基本となるファンデーション。くすみを
カバーし、肌を守ります。

コンシーラー······················ P34

クマやシミなどを目立たなくし、肌に統一感を
与えます。 

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、
使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科
専門医等にご相談されることをおすすめします。（１）使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ず
み等の異常があらわれた場合　（２）使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合

化粧品のご使用に 
関するご注意

リップカラー···················P38-39

人と話す時に目がいきやすい口もとは、メイクの
最重要ポイントのひとつ。美しいリップカラー
は魅力的な表情をつくります。

リップグロス···················P38-39

唇にツヤとうるおいを与えて若 し々く華やかな
唇に。

● ブリリアンス リップグロス
● ブリリアンス プランプ リップグロス
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肌をさらに美しくなめらかに見せてくれる、 
のびの良いクリーム状のファンデーション。
お肌にうるおいを与えてキープし、 
乾燥や紫外線などの外的ストレスから守ります。

美しく見せながら素肌を守る ─ ベースメイク
肌をきれいに見せるだけではなく、紫外線、乾燥、温度差から、
肌を守ってケアするのもファンデーションの重要な役目。
セイ ベラのファンデーションは、「トリートメント」するベースメイクです。

ピンク 
ベージュ 01

9665

ナチュラル 
ベージュ 02

9667

ベージュ 
オークル 03

9673

サニー 
オークル 05

9676

ライト 
オークル 04

9675

ピンク 
ベージュ 01

9481

ライト 
オークル 02

9482

ナチュラル 
ベージュ 03

9483

ハニー 
ベージュ 04

9484

スッとのびてピタッと密着。
さらに美しい肌をつくる 
美容液ファンデーション。

モイストプレス製法で伸びがいいので、 
白浮きを防ぎ厚塗りにもなりません。
透明感を与え、くすみや毛穴を自然にカバー。

サラッとした軽いつけ心地、
でも気になるところはきちんとカバー。

①�顔と首の境目に左のカラーチャートをおきます。
②�顔と首の色の中間色に近い色を選びましょう。

※白浮きしたり、シミが目立ってしまう方は、肌より1～2トー
ン暗めの色を使うと、自然な色でシミもカバーできます。
※ベージュ系を使っていて白浮きが気になる場合は、オークル
系もお試しください。

ファンデーションの色選び

ピンク 
ベージュ 19

9820

ライト 21

9823

ナチュラル 23

9824

ご使用方法：
・ベースが整った肌（日焼け止めの後）に、付属のパフを使用して適
量をとり、肌を軽くパッティングします。

※付属のパフは、形状が崩れる可能性があるため水洗い等の推奨はしていません。

３つの機能（トリプル ファンクション）で 
美肌を演出
① シワを目立たなくする　
② 肌に透明感をもたらす　
③ 紫外線をブロック（SPF40 PA＋＋）

● とろけるような処方で肌の艶を演出
● 肌の色ムラを素早くカバー
● とても軽いつけ心地

まるで陶器のような、 
なめらかな肌に仕上げる

「トリプル ファンクション」ファンデーション。

・少しずつ素早くのばすことで、ムラのないきれいな肌に仕上がります。

※スポンジ 1 個付き

クリームファンデーション   
（全5色 35g　SPF27  PA++）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥6,620 ¥3,970 16

モイスチャー ケーキ ファンデーション   
（全3色 18g）

通常価格 35%
オフ

特別 ポイント
¥5,090 ¥3,260 15

パウダーファンデーション（リフィル）   
 （全4色  11g  水あり/なし両用　SPF21 PA++）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥4,280 ¥2,550 13

クリームファンデーション用スポンジ

製品番号 通常価格 30%
オフ

特別 ポイント

9429 ¥1,050 ¥730 3

パウダーファンデーション用コンパクト

製品番号 通常価格 42%
オフ

特別 ポイント

9485 ¥1,850 ¥1,060 4

パウダーファンデーション用スポンジ 3個入

製品番号 通常価格 40%
オフ

特別 ポイント

4789 ¥650 ¥390 2

モイスチャー ケーキ  
ファンデーション用パフ 2個入

製品番号 通常価格 42%
オフ

特別 ポイント

5715 ¥710 ¥410 2
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ライト

9090

ミディアム

9089

ライト

9231

ミディアム

9232

ダーク

9233

保湿効果の向上により、乾燥が気にならない。
さらに皮脂の酸化によるくすみを軽減します。

特長成分
● ダイズステロール
皮膚表面から水分が蒸発するの
を防いだり、角質内部の水分を保
存したりする「エモリエント効果」
に優れています。
● ヒアルロン酸
皮膚の湿潤性と柔軟性を保ち、肌
の乾燥や荒れを防ぎます。
● アルゲエキス（海藻エキス）
優れた保湿効果があります。

さらツヤ肌と透明感を 
長時間キープ
エイジングケアを重視し、肌にしっとり感を持続させる仕上げ用パウダー。
微粒子パウダーが光を反射させ、シワを目立たなくし、
キメ細やかでなめらかな状態に整えます。

よれにくく1日中長持ち

ダマやムラになりにくく、 
まつ毛をしっかりコーティング。 
シリコン製のブラシでまつ毛一本一本をはっきりと際立たせます。 
汗や水に強いウォータープルーフタイプ。

最後まで快適に使えるくりだし式のアイブロ
ウ。グリップが太めで安定感もあり、三角の
芯で太い線も細い線も自由自在に描けます。

ペンシル、パウダー、ブラシの 
一体型で、理想の眉を簡単に。

ディープブラウン

5360

太い線・細い線を使い分けることで、 
一本でも立体感のある美しい眉に。

・ 眉頭は太い方を使い、やさしく描く。
・ 眉山から眉尻へは細い方を使い少

し強めに描く（毛を足したい部分
も細い方を使います）。

最後まで快適に使えるくりだし式のアイライ
ナー。汗などににじみにくい処方なのに自
然なぼかしができ、やわらかい印象の目もと
を演出します。芯の反対側に取り外しでき
るシャープナーがついているので、細い線を
描きたい時は簡単に微調整が可能です。

ダークブラウン

5643

ブラック

5641

・目の際に線を引く感じでは
なく、まつ毛とまつ毛の間
を埋めるように描くと綺麗
に描けます。

華やかで女性らしい印象に

クールで洗練された印象に

しぶといクマには
オレンジ系（ダーク）の色でクマに
かぶせるように塗り、その上にファ
ンデーションの色より少し明るい
色を薄くのばすとハイライト効果も。

シミを隠すには
ファンデーションと同じくらいの色
を、シミに乗せる感じで。境目を
軽くなじませる程度にしましょう。

明るめの色でほうれい線をなぞる
ように太い線を描き、ぼかします。

たるみ・ほうれい線には

コンシーラーの使い方

まなざしに深みと強さを 
アイメイクアップ

眉頭 眉尻

ダークブラウン

1237

ライトブラウン

1164

コンシーラー  （1.2mL）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥3,170 ¥1,880 9

ルースパウダー（25g）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥6,320 ¥3,780 16

ディファイニング マスカラ   
（全2色  14.5mL）

通常価格 41%
オフ

特別 ポイント
¥3,570 ¥2,100 10

アイブロウ（ペンシル＆パウダー） 
（全2色　ペンシル：0.15g　パウダー：0.25g）

通常価格 42%
オフ

特別 ポイント
¥3,160 ¥1,830 8

アイライナー  （全2色  0.3g）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥2,550 ¥1,530 7

オートアイブロウ  （0.25g）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥2,550 ¥1,530 7

ブラック

4707
ブラウンブラック

4877

目もとの美しさ 
際立つ
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美しく印象的な目もとへ
セイ ベラ  アイシャドウ
様々な表情をひきだすセイ ベラ アイシャドウ。
カラーごとに違った、あなたの魅力が発見できます。

ふわっとのせて、美しく自然に彩る
セイ ベラ パウダーブラッシュ
肌に自然な血色をプラス。明るく美しい肌へ。

明るくナチュラルな印象
くすみをとばして 

自然な血色を与えるローズ系。

アンティークローズ

7698

ふわっとした優しい印象
幅広い年齢に 

お使いいただけるピーチ系。

ピーチサテン

7696

元気で明るい印象
健康的な肌にも 

鮮やかに映えるオレンジ系。

ヘルシーオレンジ

7697

ご使用方法：適量をブラシにとり、頬に塗ります。

シェルピンク＆ 
バーガンディ（D-01）

3409

かわいらしい印象

ハニーベージュ＆ 
コーヒーブラウン（D-02）

3410

上品な印象

ラベンダー＆ 
プラムブラウン（D-03）

3411

華やかな印象

ウィスタリアブルー＆ 
ネイビー（D-04）

3412

クールでモードな印象

②�メインカラーをアイホール全
体にのせ、自然にぼかして
いきます。

　⇒立体的なグラデーション
効果のあるアイメイクが完成。

①�締め色を目の際に
沿って入れます。

　このとき目尻から斜め上
にラインを描くようにする
と目のリフトアップ効果も。

アイシャドウ 基本のつけ方

シャイニーパール（S-01）

3870

ハイライトとして

※全色パール配合、ケース入り

※全色パール配合、ケース入り

※パール配合、ケース入り

Ⓑ

アイシャドウ デュアルパクト  （全4種  3g）

通常価格 42%
オフ

特別 ポイント
¥3,160 ¥1,830 8

アイシャドウ シングルパクト  （3g）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥2,750 ¥1,630 7

パウダーブラッシュ  （全3色  5g）

通常価格 34%
オフ

特別 ポイント
¥4,070 ¥2,650 12

※限定製品のため、バックアップオーダーにはお選びいただけません。

毎日のメイク時間をシンプルでスムーズに。
そして仕上がりは完璧に。

プロの仕上がりを 
叶えるブラシ

数量限定

アイシャドウ用ブラシ　Ⓐ

製品番号 通常価格 31%
オフ

特別 ポイント

8279 ¥1,920 ¥1,320 0

パウダー用ブラシ　Ⓑ

製品番号 通常価格 31%
オフ

特別 ポイント

8276 ¥1,920 ¥1,320 0

Ⓐ
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唇にかける輝きの魔法  
セイ ベラ  リップグロス
スイートバニラが香るエレガントな唇へ。 
やわらかな発色で、 
普段使いからフォーマルシーンまで活躍します。

★パール配合

ピンクベージュ★

5533
ナチュラル／上品
顔色：自然 
色づき：ナチュラル
色味：●

ブライトピンク★

5531
元気／かわいらしい
顔色：明るく 
色づき：はっきり
色味：●

スモーキーピンク

5530
上品／かわいらしい
顔色：自然 
色づき：ナチュラル
色味：●

コーラルベージュ★

5535
ナチュラル／若々しい
顔色：自然 
色づき：ナチュラル
色味：●

ワイン★

5538
深み／上品 明るく
顔色：明るく 
色づき：はっきり
色味：●

ローズ★

5537
上品／大人っぽい
顔色：明るく 
色づき：はっきり
色味：●

レディッシュブラウン★

5536
クール／唇に血色
顔色：明るく 
色づき：はっきり
色味：●

レッド★

5539
深み／落ち着き
顔色：明るく 
色づき：はっきり
色味：●

みずみずしく、艶やかな唇で、  肌も表情もパッと明るく
セイ ベラ  リップカラー
気になる唇の縦ジワをみずみずしくふっくらと導く独自処方。

リップカラーは、色味や顔全体の血色を左右して、顔の印象を
決めるとても重要なアイテムです。
自分にピッタリ合う色味を見つけて、印象をもっと素敵に！

肌のくすみが気になる方�→●
顔色が青白いと感じる方�→●

［ ご使用上の注意 ］
ご使用時は1回分の使用量を繰り出してご使用ください。繰
り出しすぎると戻らなくなったり、中身が折れたりすることがあ
ります。

リップカラーの色選び

リップカラー  （全8色  3.5g）

通常価格 40%
オフ

特別 ポイント
¥3,430 ¥2,040 10

ピーチクリーム

8971
コーラルクラッシュ

8973
ゴールデングロウ

8983
チャーミングピンク

9885
ピンクスペル

8985
サンキスト

9894

唇の水分保持力をアップしてくれるMaxiLip™（マキシ
リップ）成分配合。唇をふっくらとさせ、縦ジワを目立ち
にくくし、年齢を感じさせない表情に仕上げます。ひん
やりとしたつけ心地でツヤも長持ち。

水分を引きつけて、唇にうるおい感を与えてくれる高保
湿成分ブレンドを配合。シアバターには保湿に加え、唇
にやわらかさをもたらす効果も。華やかなツヤはベトつ
かず、なめらかなつけ心地が持続します。

ブリリアンス プランプ リップグロス  （全3色  7.5g）

通常価格 38%
オフ

特別 ポイント
¥2,910 ¥1,780 8

ブリリアンス リップグロス  （全3色  7.5g）

通常価格 38%
オフ

特別 ポイント
¥2,910 ¥1,780 8
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7 0120-515-054
（９：００〜１8：００ 土・日・祝日を除く）

お問い合わせ、ご注文は

ウェブでのご注文は

jp.melaleuca.com

メラルーカ・オブ・ジャパン・インク
〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6


