ベーシック スキンケア

化粧水

アイ トリートメント

美容液

フォース C. 3

デイ＆ナイト トリートメント

スペシャル ケア

ファンデーション
P. C.

クレンジング
P.C. アーバンアクティブ
シールド

ポイント メイクアップ リムーバー

オール マスカラ リム−バー

植物が呼び覚ます、
肌の可能性
うるおいと輝きあふれる肌を保つ
エイジングケア シリーズ。

125mL 5,000円
［コットンにたっぷり含ませる］

＊

アドバンスド
P.C. ローション
200mL 8,500円
［コットンにたっぷり
含ませる］

P.C. アイ
15mL 10,000円
［パール大、
やや少なめ］

P.C. セラム

P.C. ファンデーション

P.C. ラディアント イン マスク

SPF30/PA+++
50mL 12,000円
［パール大、
やや多め］

SPF15/PA++
全5色 30mL 各10,000円

75mL 12,000円
［朝：パール大、夜：マスカット大］

カラー クロン N

P.C. クリーム

30mL 15,300円
50mL 22,500円
［適量］

43g 19,000円
［パール大、
やや多め］

P.C. コンパクト
P.C. ナイト リハーブ

P.C. アイ マスク

30mL 22,000円
［2〜3プッシュ］

ピュア リチュアル
ケア イン ミルク クレンザー

4mL×6枚 8,500円
［1枚］

イラストはイメージ図です。

日やけ止めクリーム

日本人女性を考えて開発

200mL 6,800円
［3〜4プッシュ］

SPF30/PA+++
11.7g 10,300円
レフィル 全6色 各8,500円
ケ ース（スポンジ付き）1,800円

コンシーラー

SPF15/PA+++
全4色 30mL 各7,500円

パウダー

プロディジー セイクリッドオイル

プロディジー
メイクアップ リムーバー

進化したテクノロジーと
植物の恵みの融合。
トータル ビューティ エイジングケア。

150mL 8,500円
［マスカット大］

＊

プロディジー リバーシス
ローション

プロディジー
リバーシス クリーム

プロディジー リバーシス
アイ コンセントレイト
15mL 14,000円
［両目元分、1プッシュ］

200mL 14,000円
［コットンにたっぷり
含ませる］

（ドライスキン用）
48.3g 30,000円
［パール大、
やや多め］

プロディジー リバーシス
シュールコンセントレイト
30mL 33,000円
［適量］

30mL 20,000円
［2〜3滴］

プロディジー
リバーシス クリーム O/N
（オイリー〜ノーマルスキン用）
48.05g 30,000円
［パール大、
やや多め］

プロディジー マスク
23mL×6枚 15,000円
［1枚］

プロディジー リバーシス
ナイト クリーム

プロディジー リバーシス
アイ

洗顔

プロディジー W
ライトインフュージョン マスク

49.5g 33,000円
［パール大、
やや多め］

15.45g 18,000円
［パール大、
やや少なめ］

13mL×6枚 23,000円
［1枚］

マスク使用時［適量］

プレミアム UV-AG 50
SPF50/PA++++
30mL 7,500円
［パール大、
やや多め］

プロディジー P.C.
アイ プライマー
全2色 7.9mL 各5,400円

プレミアム UV-AG 50
ヌードBBベース
SPF50/PA++++
30mL 7,500円
［パール大、
やや多め］

125mL 6,000円
［パール大］

リプラスティ
レザリスト
コンセントレイト

Re-PLASTY

40mL 30,000円
［適量］

プロディジー
リプラスティ アイ

ラクリニック・モントルーの
協力のもと開発された
エイジングケア シリーズ。

プロディジー クレンザー

15mL 17,000円
［片目元分、1プッシュ］

＊

143g 8,000円
［約1〜1.5cm］

フォース C. 3
50mL 22,000円
［2プッシュ］

リプラスティ
プロ フィラー
コンセントレイト

50.05g 35,000円
［パール大、
やや多め］

リプラスティ
R.C. クリーム

49.75g 35,000円
［パール大、
やや多め］

30mL 35,000円
［適量］

スクラブ

リプラスティ
R.C. デイ クリーム

マジック コンシーラー
全3色 15mL 各5,000円

15mL 19,000円
［片目元分、1プッシュ］

ピュア リチュアル
ブラック ピール スクラブ

LIFE PEARL
CELLULAR

100mL 9,000円
［マスカット大、週2〜3回使用目安］

リップ トリートメント

ロイヤル ブラック パールのような
美しさを目指すラグジュアリー
エイジングケア シリーズ。
＊

125mL 22,000円
［コットンにたっぷり
含ませる］

ライフ パール
セルラ アイ＆リップ
13.95g 27,000円
［パール大、
やや少なめ］

ライフ ロイヤルパル
セラム

全2色 各3,000円

SPF50/PA++++
40mL 12,000円
［パール大、
やや多め］

75mL 13,000円
［適量］

化粧水
約25mm
（500円玉大）

アイライナー

美容液
約20mm

アイシャドウ

スペクタキュラー
ライナー WP

約8mm
（パール大）

イラストは香調イメージです。

メイクリムーバー、
マスク
約20mm
（マスカット大）

全12色 各４,２00円

全2色 各7,500円

アイペンシル
ウォータープルーフ
全3色 各2,500円

表示価格は消費税別希望小売価格です。

リップ

ウォンテッド ルージュ
ウォンテッド アイズ
パレット

48.5g 56,000円
［パール大、
やや多め］
クリーム

表示価格は消費税別希望小売価格です。

全4色 5g 各5,900円
＋

ライフ パール セルラ

40mL 62,000円
［3〜4プッシュ］

15mL 5,400円
［適量］
イラストはイメージ図です。

ヘレナ ルビンスタイン
アイブロウ

1色 ４,２00円

CN リプランプリップ

＊ 年齢に応じた、
ハリ感を与えるスキンケア。

ウォンテッド ブラッシュ
リプラスティ CC

ご使用量の目安

アイ マスク使用時
［下まぶたに、各1プッシュ］

ライフ パール
セルラ ローション

リプラスティ R.C.
ハンド ネック&デコルテ
クリーム

SPF50/PA+++
30mL 7,500円
［パール大、
やや多め］

75.3g 12,000円
［適量］

プロディジー
リプラスティ
ピール マスク

15mL 12,000円
［両目元分、1プッシュ］

アイブロウ

プレミアム UV-AG
ローズベース

リプラスティ
プロ フィラー
アイ＆リップ

フォース C. 3 アイ

プロディジー
ルース パウダー EX
1色 15g 12,500円
別売り パフ 1,200円

チーク
ピュア リチュアル
ケア イン フォーミング クレンザー

表示価格は消費税別希望小売価格です。

カラー クロン

ウォンテッド グロス
全3色

ウォンテッド
ステラーズ グロス
全2色 各3,800円
表示価格は消費税別希望小売価格です。

