コーセー
• 発 売 会 社 株式会社コーセー
		
（ＫＯＳÉ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）
• 所 在 地 〒103―8251
			
東京都中央区日本橋3―6―2
•電
話 03（3273）1511（代表）
• 流 通 経 路 ㈱コーセー
			
↓
			
コーセー化粧品販売㈱
			
↓
			
コーセーリングストア（販売店）
			
↓
			
消 費 者
• ブランド名 コーセー

●エスプリーク
〈ベースメイク〉
エスプリーク カバーするのに素肌感持続
パクト ＵＶ
７色
エスプリーク リキッドなのに ムラになりにくい
ファンデーション ＵＶ
７色
エスプリーク ポアマット キープ ＵＶ		
エスプリーク 濃密うるおい 美容液下地		
エスプリーク ツヤ・ハリ仕上げ 発光下地		
エスプリーク テカリくずれ防止 化粧下地		
エスプリーク毛穴カバーパーフェクト下地ＣＣ		
エスプリーク オイル美容液 下地		
エスプリーク ルース フェイスパウダー ２色
エスプリーク デュアル コンシーラー ＵＶ ２色
エスプリーク ライトコントロール スティック		
エスプリークシェードコントロールスティック		
エスプリーク リメイクジェル		

エスプリーク
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ベースメイク

エスプリーク

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

メイク

〈ポイントメイク〉
エスプリーク ブライトラスティング ルージュ 12色
エスプリーク ルージュ ステイマジック
（エッセンスリキッド）
20色
エスプリーク リッチフォンデュ ルージュ 20色
エスプリーク ブレンドディメンショナル アイズ
（シャイニー）
４色
エスプリーク ブレンドクリエイション
アイ ＆ チーク
4
エスプリーク ブレンドクリエイション
アイ ＆ チーク（ビターライン）
４色
エスプリーク セレクト アイカラー
16色
エスプリーク クレヨンアイライナー
２色
エスプリーク ラスティング アイライナー
（スムースオフ）
２色
エスプリーク ラスティング アイライナー
（スムースオフ）
２色
エスプリーク フルインプレッション マスカラ		
エスプリーク フルインプレッション マスカラ
（ウォータープルーフ）		
エスプリーク リキッドアイブロウ
３色
エスプリーク ペンシルアイブロウ
６色
エスプリーク メルティフィックス チーク ４色
エスプリーク ピュアグロウ ネイルカラー 10色
エスプリーク ジェルオン トップコート		
エスプリーク ハードナー＆ベースコート		
エスプリーク ネイルアロマオイル		
エスプリーク カバーするのに素肌感持続
パクト ＵＶ 限定キット ４
７色
〈化粧用具〉
エスプリーク ファンデーション ケース ＦＭ		
エスプリーク アイカラー ケース Ｄ		
エスプリーク ケース Ｍ		
エスプリーク ファンデーションブラシ		
エスプリーク メイクアップスポンジ
（マルチユース）		
エスプリークルースフェイスパウダー用ケース		
エスプリーク メイクアップスポンジ Ｐ		
エスプリーク メイクアップスポンジ Ｌ		
エスプリーク フェイスパフ		
エスプリークムラになりにくいスタンプ状スポンジ		

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
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●エスプリーク エクラ
〈ベースメイク〉
エスプリーク エクラ 明るさ持続 パクト ＵＶ ５色
エスプリーク エクラ 明るさ持続 化粧下地		

－
－

〈化粧用具〉		
エスプリーク エクラ ファンデーション ケース		
エスプリーク エクラ スムースフィット スポンジ		

－
－

●肌極		
〈スキンケア〉		
肌極 はだきわみ 柔らかうるおい洗顔料		
肌極 はだきわみ つるすべ素肌洗顔料		
肌極 はだきわみ 化粧液（ジェル）		
肌極 はだきわみ 化粧液		
肌極 はだきわみ 化粧液（つめかえ用）		
肌極 はだきわみ 美容液		
肌極 はだきわみ 美容液（付けかえ用）		
肌極 はだきわみ 美容液（ラージサイズ）		
肌極 はだきわみ 美容液
（ラージサイズ付けかえ用）		
肌極 はだきわみ 濃密しっとりクリーム		
肌極 はだきわみ 目もとふっくらアイクリーム		
肌極 はだきわみ クレンジングオイル		

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

●モイスチュアスキンリペア		
〈スキンケア〉		
モイスチュア スキンリペア クリーム		 ￥5,000
モイスチュア スキンリペア アイ クリーム		
4,000
モイスチュア スキンリペア（ラージサイズ）		
8,500
モイスチュア スキンリペア		
5,000
●モイスチュアエッセンス
〈スキンケア〉
モイスチュアエッセンス Ｆ・Ｆ		
モイスチュアエッセンス Ｆ・Ｆ ミニ		

4,000
1,200

●オーリック
〈スキンケア〉
オーリック 化粧水（アレ性用）		
オーリック 乳液		

1,400
1,400

●ラボンヌ
〈スキンケア〉		
ラボンヌ 化粧水（アレ性用）		
ラボンヌ 乳液（アレ性用）		

680
680

●グランデーヌ
〈スキンケア〉		
グランデーヌ クリア クリーミィ クレンジング		
グランデーヌ モイスト クリーミィ ウォッシュ		
グランデーヌ アミノ バイタライジング
ローション Ⅱ		
グランデーヌ アミノ バイタライジング
エマルジョン Ⅱ		
グランデーヌ クリーム
コンセントレーション		
グランデーヌ アミノ バイタライジング
クリーム		
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3,500
3,000
4,500
5,000
12,000
6,000

〈ベースメイク〉		
グランデーヌ モイストリフティング パクト ６色 ￥4,500
グランデーヌ モイストリフティング リキッド ６色
5,000
グランデーヌモイストリフティングデイエッセンス		
4,000
グランデーヌ フィニシング パウダー		
4,500
グランデーヌ フィニシング パウダー（レフィル）
		
3,500
グランデーヌ スーペリア ホワイト
ファンデーション ケース Ｗ		
1,000
グランデーヌ スーペリア ホワイト
ホワイトリフティング デイエッセンス		
4,000
グランデーヌ スーペリア ホワイト
ホワイトリフティング パクト
６色
4,500
グランデーヌ スーペリア ホワイト
ホワイトリフティング リキッド
６色
5,000
〈化粧用具〉
グランデーヌ スーペリア ホワイト
ファンデーション ケース Ｗ		
グランデーヌ ファンデーション ケース Ｍ		
●グランデーヌ ルクサージュ
〈スキンケア〉		
グランデーヌ ルクサージュ
ブライトニング デイエッセンス		
グランデーヌ ルクサージュ
クレンジング クリーム		
グランデーヌ ルクサージュ
クレンジング オイル		
グランデーヌ ルクサージュ
ウォッシング クリーム		
グランデーヌ ルクサージュ
フルホイップ ウォッシュ		
グランデーヌ ルクサージュ
フルホイップ ウォッシュ（レフィル）		
グランデーヌ ルクサージュ
リフトモイスチュア ローション Ⅰ		
グランデーヌ ルクサージュ
リフトモイスチュア ローション Ⅱ		
グランデーヌ ルクサージュ
リフトモイスチュア ローション Ⅲ		
グランデーヌ ルクサージュ
アストリンゼントローション		
グランデーヌ ルクサージュリフトモイスチュア
ローション Ⅰ（付けかえ用）		
グランデーヌ ルクサージュ リフトモイスチュア
ローション Ⅱ（付けかえ用）		
グランデーヌ ルクサージュ リフトモイスチュア
ローション Ⅲ（付けかえ用）		
グランデーヌ ルクサージュ リフトモイスチュア
エマルジョン Ⅰ		
グランデーヌ ルクサージュ リフトモイスチュア
エマルジョン Ⅱ		
グランデーヌ ルクサージュ リフトモイスチュア
エマルジョン Ⅰ（付けかえ用）		
グランデーヌ ルクサージュ リフトモイスチュア
エマルジョン Ⅱ（付けかえ用）		
グランデーヌ ルクサージュ
ナイト リニュー クリーム		
グランデーヌ ルクサージュ リフトモイスチュア
エッセンス Ｖ		

1,000
1,000

4,000
3,500
3,500
3,000
3,000
2,800
4,000
4,000
4,000
3,800
3,800
3,800
3,800
4,500
4,500
4,300
4,300
5,000
6,000
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〈ベースメイク〉		
グランデーヌ ルクサージュ アスタマックス
ＢＢクリーム		 ￥3,800
グランデーヌ ルクサージュ アスタマックス
エッセンス		
5,000
グランデーヌ ルクサージュ アスタマックス
エッセンスマスク３Ｄ		
3,800
グランデーヌ ルクサージュ ブライトリフティング
ファンデーション
５色
4,000
グランデーヌ ルクサージュ ブライトリフティング
リキッドファンデーション
５色
4,500
グランデーヌ ルクサージュ
メイクアップベース		
3,500
グランデーヌ ルクサージュ
フィニシング パウダー
0
4,000
グランデーヌ ルクサージュ コンシーラー ３色
3,000
グランデーヌ ルクサージュ
ファンデーション ケース		
1,000
●ヴィセ
〈ベースメイク〉
ヴィセ リシェ シェイプモデリング
ファンデーション
３色
ヴィセ リシェ ＣＣ ウォータリー
ファンデーション
４色
ヴィセ リシェ パーフェクト コンシーラー ２色
ヴィセ リシェ ＣＣ コンシーラー
２色
ヴィセ リシェ パーフェクトルースパウダー ２色
ヴィセ リシェ ラスティング ＵＶ ベース		
〈ポイントメイク〉		
ヴィセ リシェ アイブロウ ペンシル
６色
ヴィセ リシェ アイブロウ
ペンシル＆パウダー
３色
ヴィセ リシェ アイブロウ＆ノーズパウダー ２色
ヴィセ リシェ アイブロウ マスカラ
２色
ヴィセ リシェ ブレンドカラーチークス ８色
ヴィセ リシェ カラーインパクト
ジェルライナー
６色
ヴィセ リシェ スーパースリム
ジェルライナー
３色
ヴィセ リシェ リキッド アイライナー
２色
ヴィセ リシェ シャドウ＆リキッド
アイライナー		
ヴィセ リシェ ポイントアイライナー		
ヴィセ リシェ ティアドロップ ライナー		
ヴィセ リシェ クリーミーリップスティック 10色
ヴィセ リシェ カラーポリッシュ
リップスティック
10色
ヴィセ リシェ リップボリュームエッセンス ２色
ヴィセ リシェ リップ＆チーク クリーム ６色
ヴィセ リシェ フェザーインパクト
マスカラ（フィルムタイプ）		
ヴィセ リシェ フェザーインパクト マスカラ
（ウォータープルーフタイプ）		
ヴィセ リシェ ラッシュ ボリュームマニア		
ヴィセ リシェ スモーキーリッチ アイズ ８色
ヴィセ リシェ ヌーディリッチ アイズ
５色
ヴィセ リシェ グロッシーリッチ アイズ ８色
ヴィセ リシェ デュオリッチ アイズ
９色
ヴィセ リシェ シマーリッチ アイズ
８色
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－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

雪肌精エンリッチ
〈化粧用具〉		
ヴィセ リシェ シェイプモデリング
ファンデーション ケース		

－

●雪肌精
〈スキンケア〉
雪肌精 クレンジング クリーム		 ￥3,000
雪肌精 ホワイト パウダーウォッシュ		
3,000
雪肌精 ホワイト ミルキィ ウォッシュ		
3,000
雪肌精 化粧水仕立て 石けん		
2,000
雪肌精 化粧水仕立て 石けん（ケース付）		
2,200
薬用 雪肌精 ハーバル エステ		
5,000
薬用 雪肌精（ビッグボトル）		
7,500
薬用 雪肌精		
5,000
薬用 雪肌精 ローション エクセレント		
6,000
薬用 雪肌精 乳液 エクセレント		
6,000
薬用 雪肌精 乳液		
5,000
薬用 雪肌精 エンリッチ		
5,000
薬用 雪肌精 乳液 エンリッチ		
5,000
薬用 雪肌精 クリーム エクセレント		
7,500
薬用 雪肌精 クリーム		
5,000
薬用 雪肌精 リカバリー エッセンス エクセレント		 10,000
薬用 雪肌精 デイ エッセンス		
5,000
雪肌精 サンプロテクト エッセンス ミルク Ｎ		
3,000
雪肌精 サンプロテクト エッセンス ミルク Ｎ ミニ		
1,500
雪肌精 サンプロテクト エッセンス ジェル Ｎ		
2,800
雪肌精 サンプロテクト エッセンス ジェル Ｎ ミニ		
1,400
薬用 雪肌精 マスク		
400
〈ベースメイク〉		
雪肌精 ホワイト ＢＢクリーム
２色
雪肌精 ホワイト ＢＢクリーム モイスト ２色
雪肌精 粉雪パウダー		
		
●雪肌精エクストラ
〈スキンケア〉
雪肌精 エクストラ ディープ
トリートメント クレンズ		
雪肌精 エクストラ ディープ
トリートメントウォッシュ		
雪肌精 エクストラ エッセンスローション
（ラージ）		

2,600
2,600
3,500

3,500
3,000
7,500
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雪肌精
雪肌精
雪肌精
雪肌精
雪肌精

エクストラ エッセンスローション		 ￥5,000
エクストラ エマルジョン ＤＴＸ		
5,000
エクストラ クリームコンセントレイト		
6,000
エクストラ スポッツコンセントレイト		 10,000
エクストラ デイエッセンス		
4,000

〈ベースメイク〉		
雪肌精 エクストラ エッセンス
ファンデーション
６色
雪肌精 エクストラ フェイスパウダー		
		
●雪肌精シュープレム		
〈スキンケア〉		
雪肌精 シュープレム クレンジングクリーム		
雪肌精 シュープレム 洗顔クリーム		
雪肌精 シュープレム 化粧水Ⅰ		
雪肌精 シュープレム 化粧水Ⅱ		
雪肌精 シュープレム 化粧水Ⅰ（ミドルサイズ）		
雪肌精 シュープレム 化粧水Ⅱ（ミドルサイズ）		
雪肌精 シュープレム ハーバルクリアエッセンス		
雪肌精 シュープレム 乳液Ⅰ		
雪肌精 シュープレム 乳液Ⅱ		
雪肌精 シュープレム 乳液Ⅰ（ミドルサイズ）		
雪肌精 シュープレム 乳液Ⅱ（ミドルサイズ）		
雪肌精 シュープレム クリームⅠ		
雪肌精 シュープレム クリームⅡ		
雪肌精 シュープレム マッサージ クリーム		
雪肌精 シュープレム ホワイトニング
ハーバル オイル		
雪肌精 シュープレム ホワイトリフト マスク		
〈ベースメイク〉
雪肌精 シュープレム メイクアップベース		
雪肌精 シュープレム ルースパウダー		
雪肌精 シュープレム
パウダーファンデーション
７色
雪肌精 シュープレム ホワイトニング
リキッドファンデーション
７色
雪肌精 シュープレム ホワイトニング
スポッツコンシーラー
２色
雪肌精 シュープレム メイクアップスポンジ		
雪肌精 シュープレム
ファンデーションケース ＳＰ		
〈化粧用具〉		
ローションマスク ストレッチシートタイプ		
●清肌晶
〈スキンケア〉
薬用 清肌晶（ケース付）
		
薬用 清肌晶		
清肌晶 パーフェクト クレンジング オイル
（ビッグ）		
清肌晶 パーフェクト クレンジング オイル		
薬用 清肌晶 ホワイトニング マスク		
清肌晶 クリア ローション		
●白澄
〈スキンケア〉
白澄 W（ラージ）		
白澄 W		
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4,500
4,500

3,000
3,000
5,000
5,000
3,500
3,500
3600
5,000
5,000
3,500
3,500
5,000
5,000
5,000
5,000
500
3,500
4,000
3,500
4,000
3,000
400
1,000
500

2,000
1,800
3,500
2,300
2,300
2,300

8,500
5,000

アスタブラン
●純肌粋		
〈スキンケア〉		
薬用 純肌粋 洗顔クリーム		 ￥1,800
薬用 純肌粋 化粧水		
2,800
薬用 純肌粋 クリアローション ＡＣ		
2,500
薬用 純肌粋 乳液		
3,000
薬用 純肌粋 エッセンス		
4,500
●美肌暦
〈スキンケア〉
美肌暦 フェイスリフトマスク		
美肌暦 ローションマスク		

400
400

●アスタリューション
〈スキンケア〉
アスタリューション ローション		
アスタリューション		

4,000
5,000

●アスタブラン
〈スキンケア〉
アスタブラン ミルククレンジング		
アスタブラン クリームウォッシュ		
アスタブラン ローションモイスチュア		
アスタブラン ローションモイスチュア
（付けかえ用）		
アスタブラン ローションモイスチュア Ｒ		
アスタブラン ローションモイスチュア Ｒ
（付けかえ用）		
アスタブラン モイスチュアライザー		
アスタブラン モイスチュアライザー
（付けかえ用）		
アスタブラン モイスチュアライザー Ｒ		
アスタブラン モイスチュアライザー Ｒ
（付けかえ用）		
アスタブラン デイ ケア パーフェクション ＵＶ		
アスタブラン レボリューション ホワイト		
アスタブラン レボリューション ホワイト
（付けかえ用）		

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
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アスタブラン リフトセンセーション		
アスタブラン リフトセンセーション
（付けかえ用）		
アスタブラン エイジセンセーションマスク		
アスタブラン Ｗリフト ローション さっぱり		
アスタブラン Ｗリフト ローション しっとり		
アスタブラン Ｗリフト ローション とてもしっとり		
アスタブラン Ｗリフト ローション
さっぱり（つめかえ用）		
アスタブラン Ｗリフト ローション
しっとり（つめかえ用）		
アスタブラン Ｗリフト ローション
とてもしっとり（つめかえ用）		
アスタブラン Ｗリフト エマルジョン
しっとり		
アスタブラン Ｗリフト エマルジョン
とてもしっとり		
アスタブラン Ｗリフト エマルジョン
しっとり（つめかえ用）		
アスタブラン Ｗリフト エマルジョン
とてもしっとり（つめかえ用）		
アスタブラン ブライトアップウォッシュ		
アスタブラン オイルクレンジングクリーム		
アスタブラン ＢＢクリーム
２色
アスタブラン ハリ・弾力体感キット		

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

●インフィニティ
〈スキンケア〉
インフィニティ オイルクレンジング
クリーム Ｎ		 ￥4,000
インフィニティ トーンアップ ウォッシュ		
3,500
インフィニティ リニュー ウォッシュ		
4,000
インフィニティ リファイニング
マッサージ クリーム		
6,000
インフィニティ ウォッシャブル
マッサージパック		
5,000
インフィニティ バイタルコンフォート マスク		
6,000
インフィニティ バイタルコンフォート マスク １枚		
1,200
インフィニティ ローション
コンセントレート 14 Ⅰ		
6,000
インフィニティ ローション
コンセントレート 14 Ⅰ（付けかえ用）		
5,800
インフィニティ ローション
コンセントレート 14 Ⅱ		
6,000
インフィニティ ローション
コンセントレート 14 Ⅱ（付けかえ用）		
5,800
インフィニティ リアライジング
ホワイト ローション ＸＸ		
7,000
インフィニティ リアライジング
ホワイト ローション ＸＸ（付けかえ用）		
6,800
インフィニティ アストリンゼント Ｎ		
5,000
インフィニティ アストリンゼント Ｎ
（付けかえ用）		
4,800
インフィニティ セラム コンプリーション Ⅰ		
6,000
インフィニティ セラム コンプリーション Ⅰ
（付けかえ用）		
5,800
インフィニティ セラム コンプリーション Ⅱ		
6,000
インフィニティ セラム コンプリーション Ⅱ
（付けかえ用）		
5,800
インフィニティ リアライジング
ホワイト セラム ＸＸ		
7,000
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インフィニティ

メイク

インフィニティ リアライジング
ホワイト セラム ＸＸ（付けかえ用）		 ￥6,800
インフィニティ クリーム ベリエスト		 20,000
インフィニティ アイクリーム		
7,000
インフィニティ ＡＧ リペア クリーム		 10,000
インフィニティ ディープ モイスチュア
コンセントレート		
8,000
インフィニティ ディープ モイスチュア
コンセントレート（付けかえ用）		
7,800
インフィニティ エッセンスオイル 18		
5,000
インフィニティ バイタルシーリング		
5,000
インフィニティ リアライジング
ホワイト ＸＸ		 10,000
インフィニティ リアライジング
ホワイト ＸＸ（付けかえ用）		
9,700
インフィニティ リアライジング
ホワイト スティック ＸＸ		
8,000
インフィニティ クリアフォース		
4,500
インフィニティ ビューティリップセラム		
1,500
インフィニティ ビューティハンドセラム
ホワイト		
1,500
インフィニティ アイメイクアップ リムーバー		
1,800
インフィニティ ディーププロテクション ＵＶ		
3,200
〈ベースメイク〉		
インフィニティ プライムクチュール
ファンデーション
６色
4,500
インフィニティ モイスチュア
コンセントレート ファンデーション ６色
5,000
インフィニティ モイスチュア
コンセントレート エマルジョン パクト ６色
4,500
インフィニティ ファイネスト ベール リフティング
クリームファンデーション
６色
6,000
インフィニティ トリートメント ベース ＵＶ		
4,000
インフィニティ モイスチュア コンセントレート
トリートメント ベース		
4,000
インフィニティ フェイスパウダー		
5,000
インフィニティ プレストパウダー		
5,000
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インフィニティ プレストパウダー
（レフィル）		 ￥4,000
インフィニティ コントロールカラー
２色
3,000
インフィニティ コンシーラー パレット		
4,800
〈ポイントメイク〉		
インフィニティ リップスティック
10色
インフィニティ セラムルージュ
10色
インフィニティ リップライナー
５色
インフィニティ セラム アイベース
２色
インフィニティ アイカラー
７色
インフィニティ ライトニング アイズ
５色
インフィニティ リキッド アイライナー ２色
インフィニティ アイライナー ペンシル ２色
インフィニティ マスカラ
２色
インフィニティ アイブロウ ペンシル
３色
インフィニティ フェイスカラー
４色

3,500
2,700
1,500
2,500
5,000
3,500
3,500
1,500
3,200
1,500
3,000

〈化粧用具〉
インフィニティ ファンデーション ケース Ｎ		
インフィニティ エマルジョンパクト用 ケース		

1,500
1,500

〈ヘアケア〉		
インフィニティ 黒髪育毛エッセンス		
インフィニティ エステ クレンジング		
インフィニティ エステ クレンジング
（付けかえ用）		
		
●インフィニティ プライマルホワイト
〈スキンケア〉
インフィニティ プライマル
ホワイト クレンジング クリーム		
インフィニティ プライマル
ホワイト ウォッシング クリーム		
インフィニティ プライマル
ホワイト エッセンス Ｃ ローション		
インフィニティ プライマル ホワイト
モイスチュアライザー エンリッチ		
インフィニティ プライマル ホワイト
モイスチュアライザー		
インフィニティ プライマル
ホワイト クリーム		
〈ベースメイク〉		
インフィニティ プライマル ホワイト
パウダーファンデーション
６色
インフィニティ プライマル ホワイト
リキッドファンデーション
６色
インフィニティ プライマル ホワイト
プロテクト エッセンス ＵＶ		
インフィニティ プライマル ホワイト
ファンデーション ケース		
〈化粧用具〉
インフィニティ用 メイクアップマット		
インフィニティ メイクアップスポンジ Ｌ		
インフィニティ メイクアップスポンジ Ｎ		
インフィニティ アイカラー ケース		
インフィニティ アイカラー チップ Ⅰ		
インフィニティ アイカラー チップ Ⅱ		
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5,000
3,000
2,800

3,500
3,200
5,000
5,000
5,000
7,000

4,000
5,000
4,000
1,500
500
600
500
1,500
400
400

インフィニティ アイライナー
ペンシル ホルダー		 ￥1,500
インフィニティ アイブロウ
ペンシル ホルダー		
1,500
インフィニティ フェイスカラー ケース		
1,500
インフィニティ リップライナー ホルダー		
1,500
インフィニティ ルージュ ホルダー		
800
インフィニティ フェイスカラー ブラシ		
600
インフィニティ メイクアップスポンジ Ｅ		
500
●インフィニティ プレステジアス
〈スキンケア〉		
インフィニティ ローション プレステジアス		
インフィニティ ローション プレステジアス
（付けかえ用）		
インフィニティ セラム プレステジアス		
インフィニティ セラム プレステジアス
（付けかえ用）		
インフィニティ クリーム プレステジアス		
インフィニティ アイクリーム
プレステジアス		
インフィニティ クレンジングクリーム
プレステジアス		
インフィニティ ウォッシングクリーム
プレステジアス		
●ルティーナ ナノ フォース
〈スキンケア〉
ルティーナ ナノ フォース
オイルクレンジング ジェル		
ルティーナ ナノ フォース オールバランサー		
ルティーナ ナノ フォース
リフレッシングトーナー		
ルティーナ ナノ フォース
ナリシングミルク Ｌ		
ルティーナ ナノ フォース
ナリシングミルク Ｍ		
●ＧＩＮＫＹＯ
〈ヘアケア〉
薬用 ギンキョウ 毛髪源		
●コーセー
〈スキンケア〉
バーグ リップクリーム		
		
〈ポイントメイク〉		
コーセー マイルド エナメル リムーバー		
クイック アイメイクアップ リムーバー		
パーフェクト メイクアップリムーバー		
●デリカーヌピュアレンス
〈スキンケア〉
デリカーヌ ピュアレンス
クリームウォッシュ		
デリカーヌ ピュアレンス
クレンジングミルク		
デリカーヌ ピュアレンス
リフレッシュローション		
デリカーヌ ピュアレンス ローション Ｓ		
デリカーヌ ピュアレンス エマルジョン Ｌ		

10,000
9,700
10,000
9,700
30,000
12,000
6,000
5,000

2,500
2,500
2,300
3,000
3,000

6,000

600
1,200
1,000
1,000

2,000
2,500
3,000
3,000
3,000
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デリカーヌ ピュアレンス エマルジョン Ｍ		 ￥3,000
デリカーヌ ピュアレンス
モイスチュアクリーム		
4,000
デリカーヌ ピュアレンス
エッセンスオイル		
3,000
デリカーヌ ピュアレンス
パウダーファンデーション
６色
3,000
デリカーヌ ピュアレンス スキンケアベース Ｌ		
3,000
デリカーヌ ピュアレンス スキンケアベース Ｍ		
3,000
デリカーヌ ピュアレンス
マイルド サンプロテクター ＵＶ		
3,000
デリカーヌ ピュアレンス
マイルド デイプロテクター ＵＶ		
2,500
〈ベースメイク〉		
デリカーヌ ピュアレンス
パウダーファンデーション（ケース）		
1,000
●スティーブンノル
〈ヘアプロダクツ〉
スティーブンノル カラークチュール ３デイズ
アフターカラー シャンプー＆トリートメント		
720
スティーブンノル カラークチュール ヘアカラー 12色
1,410
スティーブンノル コレクション エクストラ
カラーケア シャンプー ＥＸ		
1,600
スティーブンノル コレクション エクストラ
カラーケア シャンプー ＥＸ（ポンプ）		
2,700
スティーブンノル コレクション エクストラ
カラーケア シャンプー ＥＸ（詰め替え用）		
2,200
スティーブンノル コレクション エクストラ
カラーケアシャンプー ＥＸ ＆
コンディショナー ＥＸ トライアル セット		
470
スティーブンノル コレクション
ハイドロリニュー シャンプー ＥＸ		
1,600
スティーブンノル コレクション
ハイドロリニュー シャンプー ＥＸ（ポンプ）		
2,700
スティーブンノル コレクション
ハイドロリニュー シャンプー ＥＸ（詰め替え用）
		
2,200
スティーブンノル コレクションハイドロリニュー
シャンプー ＥＸ ＆ コンディショナー ＥＸ
トライアル セット		
470
スティーブンノル コレクション エクストラ
カラーケア コンディショナー ＥＸ		
1,600
スティーブンノル コレクション エクストラ
カラーケア コンディショナー ＥＸ（ポンプ）
		
2,700
スティーブンノル コレクション エクストラ
カラーケア コンディショナー ＥＸ（詰め替え用）		
2,200
スティーブンノル コレクション ハイドロリニュー
コンディショナー ＥＸ		
1,600
スティーブンノル コレクション ハイドロリニュー
コンディショナー ＥＸ（ポンプ）		
2,700
スティーブンノル コレクション ハイドロリニュー
コンディショナー ＥＸ（詰め替え用）		
2,200
スティーブンノル コレクション
ディープ ヘアエステ		
2,500
スティーブンノル コレクション
エクストラ カラーケア ヘアパック EX		
1,800
スティーブンノル コレクション
キューティクル エステ		
1,800
スティーブンノル コレクション
キューティクル リペア ヘアマスク 		
2,500
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スティーブンノル コレクション
ハイドロリニュー ヘアパック EX		 ￥1,800
スティーブンノル コレクション
ヘアリニューフレグランス		
1,200
スティーブンノル コレクション
スカルプ エッセンス		
2,800
スティーブンノル コレクション
３デイズ ヘアリニュー 		
590
スティーブンノル コレクション
スタイリングムース（ウェットウェービー）		
1,500
スティーブンノル コレクション
スタイリングムース（エクストラハード）		
1,500
スティーブンノル コレクション
スタイリングムース（ソフトウェービー）		
1,500
スティーブンノル コレクション
スタイリングムース（ハード）		
1,500
スティーブンノル コレクション
グロススプレー（スムース＆シャイニー）		
1,500
スティーブンノル コレクション
スタイリングスプレー（エクストラハード）Ｎ		
1,500
スティーブンノル コレクション
スタイリングスプレー（ソフトラスティング）
		
1,500
スティーブンノル コレクション
スタイリングスプレー（ハード）Ｎ		
1,500
スティーブンノル コレクション
ソリッド ワックス		
1,500
スティーブンノル コレクション
モイスチュアリッチ ヘアクリーム		
1,500
スティーブンノル コレクション
スーパーストレート ミルク		
1,500
スティーブンノル コレクション
ストレート ヘアセラム ＥＸ		
1,300
スティーブンノル コレクション
トリートメント カールローション		
1,300
スティーブンノル コレクション
シェイプメモリー ジェル		
1,300
スティーブンノル コレクション
ハイドロシャイニング ヘアマスカラ ３色
1,200
●スティーブンノル スタイルジェニック		
〈ヘアプロダクツ〉
スタイルジェニック マシュマロフォルム		
スタイルジェニック スタイル コルセット ハード		
スタイルジェニック スタイル コルセット エアリー		
スタイルジェニック エアリー シフォンカール		
スタイルジェニック フラッフィウェーブ リニュー		
スタイルジェニック ベリーシルキー ストレート		
●スティーブンノル バイタルプレミアム		
〈ヘアプロダクツ〉
スティーブンノル バイタルプレミアム
シャンプー		
スティーブンノル バイタルプレミアム
シャンプー（レフィル）		
スティーブンノル バイタルプレミアム
シャンプーＶＯＬ		
スティーブンノル バイタルプレミアム
シャンプーＶＯＬ（レフィル）		
スティーブンノル バイタルプレミアム
コンディショナー		

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
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スティーブンノル

プレミアムスリーク

スティーブンノル バイタルプレミアム
コンディショナー（レフィル）		
スティーブンノル バイタルプレミアム
ヘアパック		
スティーブンノル バイタルプレミアム
シャンプー ＆ コンディショナー トライアル		
スティーブンノル バイタルプレミアム
シャンプーＶＯＬ トライアル		
●スティーブンノル プレミアムスリーク
〈ヘアプロダクツ〉
スティーブンノル プレミアムスリーク シャインリペア
シャンプー リッチモイスト		
スティーブンノル プレミアムスリーク シャインリペア
シャンプー リッチモイスト（詰めかえ用）		
スティーブンノル プレミアムスリーク シャインリペア
シャンプー シルキースムース		
スティーブンノル プレミアムスリーク シャインリペア
シャンプー シルキースムース（詰めかえ用）
		
スティーブンノル プレミアムスリーク
カラーリペア シャンプー		
スティーブンノル プレミアムスリーク
カラーリペア シャンプー（詰めかえ用）		
スティーブンノル プレミアムスリーク
シャインリペア コンディショナー リッチモイスト		
スティーブンノル プレミアムスリーク シャインリペア
コンディショナー リッチモイスト（詰めかえ用）
		
スティーブンノル プレミアムスリーク シャインリペア
コンディショナー シルキースムース		
スティーブンノル プレミアムスリーク シャインリペア
コンディショナー シルキースムース（詰めかえ用）
		
スティーブンノル プレミアムスリーク
カラーリペア コンディショナー		
スティーブンノル プレミアムスリーク
カラーリペア コンディショナー（詰めかえ用）
		
スティーブンノル プレミアムスリーク
シャインリペア ヘアパック リッチモイスト		
スティーブンノル プレミアムスリーク
シャインリペア ヘアパック シルキースムース		
スティーブンノル プレミアムスリーク
カラーリペア ヘアパック		
スティーブンノル プレミアムスリーク
シャインリペア トライアル リッチモイスト		
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－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

スティーブンノル プレミアムスリーク
シャインリペア トライアル シルキースムース		
スティーブンノル プレミアムスリーク
カラーリペア トライアル		
スティーブンノル プレミアムスリーク
エクセレントリペア ヘアマスク		
スティーブンノル プレミアムスリーク
３デイ ヘアリニュー		
スティーブンノル プレミアムスリーク
ハイドロリニュー ミスト		
スティーブンノル プレミアムスリーク
ハイドロリニュー ミスト（詰めかえ用）		
スティーブンノル プレミアムスリーク
ハイドロリニュー ミスト リッチモイスト		
スティーブンノル プレミアムスリーク ハイドロリニュー
ミスト リッチモイスト（詰めかえ用）
		
スティーブンノル プレミアムスリーク
カラーシャイニング エッセンス		
スティーブンノル プレミアムスリーク
モイスチュアソフニング エマルジョン		
スティーブンノル プレミアムスリーク
ディープリペア セラム		
スティーブンノル プレミアムスリーク
ディープリペア セラム（付けかえ用）		
スティーブンノル プレミアムスリーク
エターナルシャイン オイル モイスト		
スティーブンノル プレミアムスリーク
エターナルシャイン オイル スムース		
スティーブンノル プレミアムスリーク
ニュアンスアレンジ トリートメント（巻き髪用）
		
スティーブンノルプレミアムスリーク
ニュアンスアレンジトリートメント（パーマヘア用）
		
スティーブンノル プレミアムスリーク ニュアンス
アレンジ トリートメント（ストレートヘア用）
		

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

●ＲＣ
〈スキンケア〉
薬用 ＲＣリキッド キャンペーンボトル		 ￥7,000
●その他（単品）
バーグ リップクリーム		
クイック アイメイクアップ リムーバー		
パーフェクト メイクアップリムーバー		
スーパー デュアル クリア Ｃ		
コーセー ローションマスク		
フェイスパフ ＲＴ		
メイクアップスポンジ ＡＦ		
フェイシャル ケア コットン		
フェイスパフ ＶＱ		
メイクアップマット ＬＦ		
ペンシルシャープナー Ｓ		
アイシャドウチップ		
ピュア＆ソフト コットン		
デイリープレミアム コットン		
美肌暦 ローションマスク		

600
1,000
1,000
3,500
400
500
400
400
400
400
400
200
300
360
400

－
－
－
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