素肌の美しさを引き出す
ヒト幹細胞スキンケア

透明感、ハリ、ツヤをかなえる
成分をギュッと濃縮

高まる輝き、潤い続く
「ジョワセリュール セラム」
は
素肌の美しさを引き出し、
ハリ・ツヤ・弾力のある肌へ導きます。
一度使えば、きっと溺愛してしまうはず！
20㎖ ￥3,080

30
%

「ひめゆり SC プレミアムエッセンス 30」
は、
シリーズ最高濃度である
30%のヒト幹細胞培養液を配合。
原液を使用しているというのも魅力。
30㎖ ￥9,950

「ジョワセリュール フェイスマスク」
は、大切
な日のスペシャルケアとしてはもちろん、美
肌の高みを目指すデイリーユースとしても活
用して。１枚入り ￥308

JOIE CELLULE

Hime Yuri

何かを足して作られる美しさだけでなく、素肌
の美しさを引き出す新しいスキンケアに着目し
てみませんか？「ジョワセリュール」
は、ヒト幹
細胞エキス配合コスメを展開するブランド。ヒ
ト幹細胞エキス２種類を贅沢に配合したアイテ
ムが、潤い・ハリ・弾力に満ちた肌に導いてくれ
ます。弱酸性で低刺激なのも魅力。これらの
アイテムで美しく年齢を重ねて！

ヒト幹細胞培養液の濃度にこだわり、その
原液を30％配合。さらに、プロテオグリカ
ンやスーパーヒアルロン酸、フラーレン、レ
チノール誘導体、ビタミンC誘導体といっ
た話題の美容成分も贅沢に配合されていま
す。角質層までしっかり浸透して肌を濃密
に保湿し、ハリ・ツヤを実現。乾燥知らずで
透明感ある素肌に導いてくれます。

［ジョワセリュール］

［ヒメユリ］

［Data］
株式会社グランジェ
☎︎0800-1116666
https://www.granje.jp/

３R

［スリーアール］

〝3つのリセット〟という考え方をもとに開発された３Rスキン
ケアシリーズ。肌にダメージを与える３つの原因を
「油分」
「界面活性剤」
「余分な栄養」
と考え、これらを全てリセット。
油分は肌に長時間つけておくと酸化しやすく、肌にダメージ
を与える原因に。界面活性剤も肌にとって必要不可欠な成
分とは言えません。さらに、肌を排泄器官と捉えれば、角
質層に浸透した栄養素や化学物質は全て異物に。だからこ
そ厳選した美容成分を配合し、余計な成分は極力排除。こ
うして３つをリセットすることで、肌への負担が軽減され、
本来肌が持つ機能をサポート。この新しい概念で作った化
粧品で、憧れの美肌を目指してみませんか？

PICK UP!
ヒト幹細胞培養液とツボクサエキスの
原液をそれぞれ10%配合した
「ひめゆ
り SC クリーム W10」
とのライン使い
がオススメ！ さらなる潤い美肌を目指
せます。

ファンデーションや下地もオイルフリーなので
化粧崩れしにくいのが魅力！ UVパウダーファン
デーション
（Y1）標準色、UVパウダーファンデー
ション
（Y2）明るい色 7g 各￥5,500

［シャインエクセレント］

年齢や外的影響に負けないスキンケア化粧
品をはじめ、美しさを引き出して若々しい印
象美を目指せるアイテムをラインナップ。な
かでもクリームは、高級食材としても有名な
ツバメの巣エキスをはじめ、真珠粉、加水
分解コラーゲン、桜エキス、植物エキス、コ
メ発酵液などの保湿成分を贅沢に配合。乾
燥を防いで、弾むようなハリ肌に導きます。

［Data］
株式会社スリーアール
☎︎0287-20-1117
http://3r-shop.jp

Made in Japanが魅力！
炭素美容をかなえる 目元専用美眼器

PICK UP!
素肌の美しさを最大限に引き出す
美肌を科学する皮膚科学に着目。
肌が本来持つ美しさをサポートして憧れの肌へ。
HYDRATEE PLUS 集中美容液
10㎖ ￥15,180

今までサロン専売品でしたが、ついに一般消費者も
購入できるように！（左から）洗顔パウダー 80g ￥3,300、
美容液 10㎖ ￥13,200、
ミネラル下地（Y1）標準色 30㎖ ￥6,600、
ミネラル下地（Y2）明るい色 30㎖ ￥6,600、
ローション 30㎖ ￥13,200

シワ・シミの集中ケア で透明美肌へ
大輪の花のように美を重ねて
PICK UP!
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PICK UP!
サロンケアを自宅で再現
目元専用美眼器
「.e
（ドットイー）
」
は、
本体、
「CELLSERUM」
５㎖、アイクリーム20ｇ、
充電台、美眼器専用導入ジェル10㎖、
充電USBコードがセットになって
￥140,800。

HERMOSA
〝ビューティフル・エイジング 〟をコンセプト
にしたブ ランド
「HERMOSA」の 集 中 美 容 液
「HYDRATEE PLUS（イドラテプラス）」は、肌
にハリ・ツヤを与えるPDRN（ポリデオキシリボヌ
クレオチド）
と美肌に欠かせない8種の成長因子
を高濃度に処方。先進のテクノロジーが美肌の
スイッチを押すように、さまざまなエイジングサ
インにアプローチしてくれるプレミアム美容液。

Natura＋salön
特許製法のマルチ炭素ヘッドにより、360度全方
位から遠赤外線を放出。温熱作用によって常温の
約20,000倍の遠赤外線作用が得られます。さらに
EMS機能とイオン導入の機能で、眼輪筋にアプロー
チできるだけでなく、美容成分を角質層にまで届け
て、ハリと弾力あふれる目元へ。ヒト幹細胞培養液
30%配合の美容液「CELLSERUM」
もセットに。

美しく年齢を重ねたい方へ
「GRAND MÉLIA」
は、年齢を重ねることで、
大輪の花のように華やかで美しく、
自信に満ちた女性をイメージしたシリーズ。
グランメリア ホワイトリンクルクリーム 30ｇ
￥9,350

使い方はとっても簡単。朝と夜のお手入
れの最後に、小さなパール粒1個分を指
先にとり、目や口のまわりなど、シワが気
になる部分にやさしくなじませればOK。

［エルモサ］

セットで付いてくる
「CELLSERUM」
は、ヒト神
経幹細胞培養液15％と、ヒト脂肪幹細胞培養
液15％配合。合わせて30％も配合された美容
液で、若々しい印象の美肌を目指して。

［ナトゥーラプラスサロン］

ツバメの巣エキスは、美容に役立
つことでも有名な成分。たっぷりの
潤いで肌を満たしてくれるので、使
う度に翌朝の肌が楽しみに。シャ
インエクセレントクリームリフィル
150g ￥27,720

先 進の
美容 で
ホーム ケ アに新 しい提 案

shine excellent

ツバメの巣エキス など
自 然 由 来 成 分 を 贅 沢に 配 合

お試しサンプルはHPから！
クリームのお試しサンプルはHPをCHECK!
全て自然由来成分のため、
敏感肌の方にもオススメ。
シャインエクセレントクリーム 50ｇ
￥13,200

「余分なものを入れない」
という概念で、
肌本来のコンディションをサポート

肌にやさしい
ファンデーションも人気

［Data］
株式会社Astyle
0120-169-273
https://item.rakuten.co.jp/a-style-cosme/

P ICK U P !

［Data］
株式会社デルマラン
☎︎046-222-2655
https://dermaran.com/

PR

３つのフリーを 実 現 し た
サロン 専 売 品 が一般 解 禁 ！

PICK UP!

PICK UP!

話 題の ヒ ト 幹 細 胞 培 養エキス を
の高 濃 度 配 合

PR

［Data］
株式会社ナトゥーラ
0120-398-506
https://natura-cosme.net/

［Data］
PAPパザパ株式会社
☎︎06-6195-1333
https://hermosa-official.com/

GRAND MÉLIA

美肌に欠かせない成分を独自技
術でリポソーム化したことで、角
質層にぐんぐん浸透。洗顔後す
ぐに使用し、その後はいつも通
りのスキンケアをすればOK。

［グランメリア］

［Data］
バイワールド株式会社
0120-787-231
http://baeworld.co.jp

「GRAND MÉLIA」は、フランス語の
「Grand（大きな）」
と、「Camélia（ 椿）」から派生した
「Mélia（ 花びらや葉を
重ねて大輪の花のようなものを作ること）」から作られた
造語。
「ホワイトリンクルクリーム」は、ナイアシンアミド
等の有効成分でシワにアプローチ。さらに、メラニンの
生成を抑えシミやそばかすも防いでくれます。頼もしい
医薬部外品で、年齢を感じさせない印象美へ！

