
化粧品名 ⾦額（税抜） ⾦額（税込）
ケイセイ ビタミンC誘導体ローション50ml \6,250 \6,750

ハイドロキノンクリーム5g \2,000 \2,160
レチノイン酸クリーム（0.075%）5g \3,200 \3,456
トラネキサム酸クリーム10g \7,500 \8,100
アスタキサンチン配合ジェル \6,000 \6,480

JMEC UVミルク30ml \2,800 \3,024
UVローション30ml \2,800 \3,024
ナノHQクリームEX 5g \2,000 \2,160
ナノHQクリーム 10g \3,000 \3,240

エスト・コミュ グラングレースクレンジング150g \2,800 \3,024
グラングレースウォッシュ120ml \2,800 \3,024
グラングレースローション120ml \8,000 \8,640
グラングレースセラム40ml \10,000 \10,800
グラングレースデイプロテクター \3,500 \3,780
グラングレースオイル30カプセル \7,500 \8,100
グラングレースアイクリーム \5,000 \5,400
グラングレースナイトクリーム \4,000 \4,320
デルファーマクリーミィ泡洗顔 \3,200 \3,456
デルファーマポストピールローション \1,000 \1,080
デルファーマピュアモイストローション120ml \4,500 \4,860
デルファーマピュアモイストEX \4,800 \5,184
デルファーマデイプロテクション＋ \3,600 \3,888
デルファーママイルドUVデイプロテクション \2,800 \3,024
デルファーマホワイトニングローションTA \3,500 \3,780
デルファーマホワイトニングクリームTA \5,000 \5,400
デルファーマエンザイマジェル \4,500 \4,860
デルファーマエピダーマジェル \3,200 \3,456
デルファーマVCキュア \19,800 \21,384
デルファーマVCキュアイオンローション \5,000 \5,400
デルファーマホームピーリング（2回分） \2,000 \2,160
デルファーマフラーレンローション \9,500 \10,260
デルファーマリペアモイストエッセンス \12,000 \12,960

ビオデルマ サンシビオH2OD250ml \2,800 \3,024
セビウムH2O250ml \2,800 \3,024
イドラビオH2O250ml \2,800 \3,024

メタトロン  MTクレンジング・ジェル20ml \5,000 \5,400
MTフェイシャル・フォアミング・ウォッシュ120g \4,800 \5,184
MTダーマ・リラクゼーション40ml \9,300 \10,044
MT CEBローション150ml \7,300 \7,884
MTブライトアップローション150ml \8,400 \9,072
MTプロミネントエッセンス100ml \10,000 \10,800
MTエッセンシャルセラム30ml \11,000 \11,880
MTエッセンス・エマルジョン50ml \6,800 \7,344



MTエッセンシャル・クリーム40ｇ \8,800 \9,504
MTブライトアップクリーム40g \8,400 \9,072
MTアクティベイト・マスク30mlx6 \10,800 \11,664
MTコンセントレート20g \11,000 \11,880
MTエッセンシャルローション150ml \7,300 \7,884
MT DMAEボディクリエイト・ジェル250ml \9,300 \10,044
MTリップコンセントレート \2,800 \3,024
MTモイストハンドクリーム50g \2,300 \2,484
MTプロテクトUVベース・クリーム30mlピンクベージュ \4,800 \5,184
MTプロテクトUVベース・クリーム30mlナチュラルイエロー \4,800 \5,184
ミカエラ リュクスヘアシャンプー \3,100 \3,348
ミカエラ リュクスヘアトリートメント \3,100 \3,348
ミカエラ オニキスヘアシャンプー \3,100 \3,348
ミカエラ オニキスヘアトリートメント \3,100 \3,348
ミカエラ リペアヘアシャンプー \3,100 \3,348
ミカエラ リペアヘアトリートメント \3,100 \3,348
ミカエラ ラスターヘアシャンプー \3,100 \3,348
ミカエラ ラスターヘアトリートメント \3,100 \3,348
ミカエラ ジュエルヘアオイル \3,200 \3,456

常盤薬品NOV ノブAアクネソープ \800 \864
ノブAアクネフォーム \800 \864
ノブAアクネローション \1,200 \1,296
ノブAアクネジェル \1,200 \1,296
ノブACトライアルキット \1,500 \1,620
ノブUVローションEX \2,000 \2,160

アラガン グラッシュビスタ \20,000 \21,600
メディプラス メディプラスゲル \3,700 \3,996

メディプラスゲルDX \10,000 \10,800
セタフィル ナイトモイスチャライザー \2,000 \2,160
エンビロン クレンジングジェル100ml \2,500 \2,700

クレンジングジェル200ml \4,000 \4,320
クレンジングクリーム200g \4,000 \4,320
モイスチャートーナー100ml \5,500 \5,940
モイスチャートーナー200ml \9,000 \9,720
モイスチャージェル1 \3,800 \4,104
モイスチャージェル2 \7,500 \8,100
モイスチャークリーム1 \3,800 \4,104
モイスチャークリーム２ \7,500 \8,100
モイスチャークリーム３ \8,000 \8,640
モイスチャークリーム４ \8,500 \9,180
ラドローション \3,100 \3,348
クリアスキンウォッシュ \2,500 \2,700
クリアスキンローション \3,000 \3,240
デリケートジェル \3,500 \3,780



デリケートクリーム \3,500 \3,780
モイスチャー１セット \7,600 \8,208
デリケートセット \7,000 \7,560
リップトリートメント \1,500 \1,620
ボディシルク \3,500 \3,780
モイスチャーACEオイル \8,000 \8,640
ラポリスボディシャンプー \1,600 \1,728
ラポリスホイップウォッシュ \1,600 \1,728
ラポリスボディシャンプー（詰替え⽤） \1,300 \1,404
C-クエンスアイジェル \5,000 \5,400
C-クエンストーナー \10,000 \10,800
C-クエンス1 \15,000 \16,200
C-クエンス2 \16,000 \17,280
C-クエンス3 \18,000 \19,440
C-クエンス4 \20,000 \21,600
C-クエンスクリーム \12,000 \12,960
C-クエンスミニキット \3,686 \3,981
コロストジェル \8,000 \8,640
モイスチャーオイルカプセル \8,000 \8,640

アスタリール アスタリズム \4,600 \4,968
ミネラルファンデ プライマーシルク \3,800 \4,104

コンシーラー \3,800 \4,104
ブラッシュ \2,800 \3,024
ミネラルファンデーション \3,800 \4,104
ミネラルフィニッシングパウダー \3,800 \4,104
リップグロス \1,800 \1,944
フィニッシングサンプロテクション \4,571 \4,937
パフ \480 \518

サプリメント 製品名
エンビロン ビタミンA+D \2,800 \3,024

ビタミンA+C+E \3,000 \3,240
ビタミンA＋ミネラル \3,000 \3,240
ビオチン \4,000 \4,320
オメガ3 \5,000 \5,400

アスタリール アスタリールACT2 60粒 \6,476 \6,994
ロート エラスリフト（30包） \5,000 \5,400


