
商 品 企 画 書 
品名 

容 量 ２３g 
 MJ CARE マスクパック 

商品画像 
商品サイズ 
(Ｗ x D x H) 

120 x 2 x 170mm 

 

重 量 ３０ｇ 

1 梱ｻ ｲ ｽ ﾞ 
100枚入り 

(Ｗ x D x H) 

250 x 144 x 180 

mm 

1 梱 重 量 ２８００ｇ 

 

■商品特徴 

✓お肌の調子によって選べる４０種類 

 

✓たっぷり 23g のエッセンスが潤いお

肌に！ 

 

✓全種類ノンアルコール！ 

 

✓とろみのある美容液！ 

垂れにくい！ 

 

✓大判で厚みのあるシートでしっかり

カバー 目元のケアも同時に！  

 

 

 

製 造 

販 売 元 

株式会社 

サイネット 

TEL 03-5338-9593 

FAX 03-5338-9594 

原 産 国 韓国 

入 数 
内箱１００枚 

外箱６００枚 

発注ロット 種類毎100枚 

人気の 

１０種類 

コラーゲン 

ツバメの巣 

プラセンタ 

ヒアルロン酸 

カタツムリ 

Q１０ 

ローヤルゼリー 

アルブチン 

プラチナ 

パール 

 



 

種類 及び 全成分 

 

ぷるぷる若肌、保湿・透明感 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、カルボマー、アルギニン、ホホバ

種子油、シア脂、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－

Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解コ

ラーゲン、メチルパラベン、ステアリン酸グリセリル、

トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル、ポリソル

ベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸２

Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロー

ス、香料、プロピルパラベン 

 

エイジングケア・うるおい 

水、グリセリン、BG、PG、アロエベラ葉エキス、スベ

リヒユエキス、カルボマー、アルギニン、ホホバ種子

油、シア脂、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、

ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、

ステアリン酸グリセリル、トリ（カプリル／カプリン

酸）グリセリル、"コエンザイムQ10 

(水,ユビキノン(5%),セラミド３,レシチン)"、ポリソ

ルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸

２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、プロピ

ルパラベン 

JAN CODE 8809220801686 JAN CODE 8809220801679 

 

雪肌、美肌、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、カルボマー、アルギニン、ポリ

ソルベート８０、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ

－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチル

パラベン、アルブチン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチ

ルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシ

エチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

 

しっとり肌、透明感、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、キュウリ果実エキス、

アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、

アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベ

タイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸

Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチル

リチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチ

ルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220801693 JAN CODE 8809220801709 

 

肌の清浄、ハリ、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、チャ葉エキス、アロエ

ベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、アル

ギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベタイ

ン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、

メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン

酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセル

ロース、香料、プロピルパラベン 

 

健康肌、うるおい、癒し 

水、グリセリン、ＢＧ、アロエベラ葉エキス、ＰＧ、

スベリヒユエキス、カルボマー、アルギニン、ポリ

ソルベート８０、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ

− Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチル

パラベン、ＥＤＴＡ− ２Ｎａ、グリチルリチン酸２

Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロ

ース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220801716 JAN CODE 8809220801723 

 

明るい肌、透明感、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、マグワ樹皮エキス、レモン果実

エキス、カルボマー、アルギニン、ポリソルベート

80、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマ

メリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、チャ葉エキス、メチ

ルパラベン、ＥＤＴＡ− ２Ｎａ、グリチルリチン酸

２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセル

ロース、香料、プロピルパラベン 

 

スッキリ肌、引き締め、透明感 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、レモン果実エキス、ア

ロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、

アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベ

タイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸

Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチル

リチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチ

ルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220800665 JAN CODE 8809220801730 

 

うっとり肌、弾力、癒し 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、ソケイエキス、アロ

エベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、

アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、アラントイン、

ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロ

ン酸Ｎａ、メチルパラベン、ステアリン酸グリセリ

ル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、

ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチル

リチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエ

チルセルロース、香料、プロピルパラベン 

 

うるるん肌、鎮静、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アルゲエキス、アロエ

ベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、アル

ギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベタイ

ン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、

メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン

酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセル

ロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220800504 JAN CODE 8809220801778 



 

透き通る肌、保湿、雪肌 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、ザクロ果実エキス、カルボマー、

アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、

ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロ

ン酸Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グ

リチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロ

キシエチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

 

もっちり肌、透明感、ハリ 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、オタネニンジン根エキス、カル

ボマー、アルギニン、ポリソルベート８０、アラン

トイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、

ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２

Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、

ヒドロキシエチルセルロース、香料、プロピルパラ

ベン 

JAN CODE 8809220801631 JAN CODE 8809220801662 

 

すべすべ肌、透明感、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、ハトムギ種子エキス、

アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマ

ー、アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイ

ン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒア

ルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、

グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒド

ロキシエチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

 

うるおい肌、透明 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、ローヤルゼリーエキ

ス、スベリヒユエキス、アロエベラ葉エキス、カル

ボマー、アルギニン、ＰＣＡ－Ｎａ、ヒアルロン酸

Ｎａ、ホホバ種子油、ハマメリス水、シア脂、ベタ

イン、アラントイン、メチルパラベン、ステアリン

酸グリセリル、トリ（カプリル／カプリン酸）グリ

セリル、ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、

グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒド

ロキシエチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220801488 JAN CODE 8809220800429 

 

イキイキ肌、清潔、ハリ 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、オウシュウヨモギエキ

ス、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボ

マー、アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、アラント

イン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒア

ルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ステアリン酸グリセ

リル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、

ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリ

チン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチル

セルロース、香料、プロピルパラベン 

 

ふっくら肌、透明感、、ハリ 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、トックリイチゴ果実

エキス、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、

カルボマー、アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、

アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ− Ｎａ、ハマメリ

ス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ステア

リン酸グリセリル、トリ（カプリル／カプリン酸）

グリセリル、ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ− ２Ｎ

ａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセル

ロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220800443 JAN CODE 8809220800474 

 

ふっくら肌、保湿、肌荒れ予防 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、パール、カルボマー、アルギニ

ン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベタイン、

ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、

メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチ

ン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチル

セルロース、香料、プロピルパラベン 

 

ツヤ肌、透明感、引き締め 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、マルピギアグラブラ

果実エキス、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキ

ス、カルボマー、アルギニン、ホホバ種子油、シア

脂、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマ

メリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ス

テアリン酸グリセリル、トリ（カプリル／カプリン

酸）グリセリル、ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－

２Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチル

セルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220801549 JAN CODE 8809220800511 

 

栄養たっぷり肌、うるおい、保湿 

水、グリセリン、BG、PG、アロエベラ葉エキス、ス

ベリヒユエキス、"ハーブエキス(ローズマリー葉エ

キス/カミツレ花エキス/ 

セージ葉エキス)"、カルボマー、アルギニン、ホホ

バ種子油、シア脂、アラントイン、ベタイン、ＰＣ

Ａ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチ

ルパラベン、ステアリン酸グリセリル、トリ（カプ

リル／カプリン酸）グリセリル、ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、

グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロー

ス、香料、プロピルパラベン 

 

毛穴すっきり、引き締め、癒し 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、炭エキス(水/ＢＧ/炭

5％)、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カ

ルボマー、アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、ア

ラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス

水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ステアリ

ン酸グリセリル、トリ（カプリル／カプリン酸）グ

リセリル、ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、

グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロー

ス、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220800535 JAN CODE 8809220800481 



 

韓流美肌、毛穴、透明感 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、黄土エキス(水/BG/黄

土 1％)、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、

カルボマー、アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、

アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリ

ス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ステア

リン酸グリセリル、トリ（カプリル／カプリン酸）

グリセリル、ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎ

ａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセル

ロース、香料、プロピルパラベン 

 

イキイキ、赤ちゃん肌 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、カタツムリ分泌液、カルボマー、

アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、アラントイン、

ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロ

ン酸Ｎａ、メチルパラベン、ステアリン酸グリセリ

ル、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル、ポ

リソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリ

チン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、

プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220800412 JAN CODE 8809220803895 

 

透明感、保湿、ハリ 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、カルボマー、アルギニン、ポリ

ソルベート８０、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ

－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチル

パラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸２

Ｋ、コロイド性白金、酢酸トコフェロール、ヒドロ

キシエチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

 

イキイキ肌、弾力、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ヒアルロン酸Ｎａ、ＰＧ、ア

ロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、

アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベ

タイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、メチルパラベ

ン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸

トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、

プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220804502 JAN CODE 8809220804496 

 

セレブ肌、透明感、ツヤ 

水、グリセリン、BG、PG、アロエベラ葉エキス、スベ

リヒユエキス、プラセンタエキス(10,000ppm)、カル

ボマー、アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、アラン

トイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒ

アルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ステアリン酸グリ

セリル、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル、

ポリソルベート６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリ

チン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、

プロピルパラベン 

 

しっとり肌、弾力、透明感 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、コメヌカエキス、ア

ロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、

アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、

ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロ

ン酸Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グ

リチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロ

キシエチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220805455 JAN CODE 8809220801761 

ぷるぷる肌、ハリ、しわケア 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、カルボマー、アルギニン、ポリソ

ルベート８０、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ− Ｎ

ａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベ

ン、ＥＤＴＡ− ２Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、ジ酢

酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド 

(2,000ppm)、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチル

セルロース、香料、プロピルパラベン 

 

安らぎ肌、弾力、アロマ 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、ヒノキ水、アロエベ

ラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、アル

ギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベタ

イン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸

Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチ

ルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシ

エチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220804489 JAN CODE 8809220801754 

保湿、癒し 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、カルボマー、アルギニン、アルガ

ニアスピノサ核油、シア脂、アラントイン、ベタイン、

ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メ

チルパラベン、ステアリン酸グリセリル、トリ（カプ

リル酸／カプリン酸）グリセリル、ポリソルベート６

０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸

トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、

プロピルパラベン 

 

健康肌、うるおい、癒し 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、クビレヅタエキス、ア

ロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、

アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベ

タイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸

Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチル

リチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチ

ルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220805707 JAN CODE 8809220805714 



 

ハリ、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、アルギニン、ポリソルベート８

０、カルボマー、ヒアルロン酸Ｎａ、アラントイン、

ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、メチルパ

ラベン、コロイド性金、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチ

ルリチン酸2Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエ

チルセルロース、香料、プロピルパラベン 

 

栄養、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アサイヤシ果実エキス、

アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カルボマー、

アルギニン、ポリソルベート８０、アラントイン、ベ

タイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸

Ｎａ、メチルパラベン、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチル

リチン酸2Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチ

ルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220800405 JAN CODE 8809220805981 

 

イキイキ、透明肌 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、ヒポファエラムノ

イデスエキス、ヒポファエラムノイデス果実エキ

ス、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カ

ルボマー、アルギニン、ホホバ種子油、シア脂、

アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメ

リス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、ス

テアリン酸グリセリル、トリ（カプリル酸／カプ

リン酸）グリセリル、ポリソルベート６０、ＥＤ

ＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸2Ｋ、酢酸トコフ

ェロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

 

トラブル予防、ぷりぷり 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキ

ス、スベリヒユエキス、カルボマー、アルギニン、

ホホバ種子油、シア油、アラントイン、ベタイン、

ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、

メチルパラベン、ステアリン酸グリセリル、トリ

(カプリル／カプリン酸)グリセリル、ＳＨ－オリ

ゴペプチドー１(1ｐｐｍ)、ポリソルベート６０、

ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロ

キシエチルセルロース、香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220805967 JAN CODE 8809220800498 

 

イキイキ肌・潤い・鎮静 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アナツバメ巣エキ

ス、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、ア

ルギニン、カルボマー、ポリソルベート８０、ヒ

アルロン酸Ｎａ、アラントイン、ベタイン、ＰＣ

Ａ－Ｎａ、ハマメリス水、、メチルパラベン、グリ

チルリチン酸2Ｋ、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、酢酸トコフ

ェロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、

プロピルパラベン 

 

弾力・健康肌・栄養 
水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキス、

スベリヒユエキス、馬油、アルギニン、カルボマー、

ホホバ種子油、シア油、ヒアルロン酸Ｎａ、アラン

トイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハマメリス水、、

メチルパラベン、ステアリン酸グリセリル、トリ(カ

プリル／カプリン酸)グリセリル、ポリソルベート６

０、グリチルリチン酸２Ｋ、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、酢

酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロース、

香料、プロピルパラベン 

JAN CODE 8809220800627 JAN CODE 8809220800610 

ふっくら肌・栄養・潤い 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アロエベラ葉エキ

ス、スベリヒユエキス、アルギニン、カルボマー、

アーモンド油、ホホバ種子油、シア脂、ヒアルロ

ン酸Ｎａ、アラントイン、ベタイン、ハマメリス

水、、フェノキシエタノール、ステアリン酸グリセ

リル、ＰＣＡ－Ｎａ、トリ(カプリル／カプリン酸)

グリセリル、ポリソルベート６０、グリチルリチ

ン酸2Ｋ、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、エチルヘキシルグリ

セリン、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチル

セルロース、香料 

栄養、もち肌、保湿 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、アスペルギルス／コ

メ発酵エキス、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエ

キス、カルボマー、アルギニン、ホホバ種子油、シ

ア脂、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、ハ

マメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチルパラベン、

ステアリン酸グリセリル、トリ（カプリル酸／カプ

リン酸）グリセリル、ポリソルベート６０、ＥＤＴ

Ａ－２Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、酢酸トコフェ

ロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、プロ

ピルパラベン 

JAN CODE 8809220803673 JAN CODE 8809220805288 

うるおい・ツヤ・弾力 

水、グリセリン、ＢＧ、ＰＧ、オリーブ果実エキ

ス、アロエベラ葉エキス、スベリヒユエキス、カ

ルボマー、アルギニン、スクワラン、ホホバ種子

油、シア脂、アラントイン、ベタイン、ＰＣＡ－

Ｎａ、ハマメリス水、ヒアルロン酸Ｎａ、メチル

パラベン、ステアリン酸グリセリル、トリ（カプ

リル酸／カプリン酸）グリセリル、ポリソルベー

ト６０、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、グリチルリチン酸２

Ｋ、酢酸トコフェロール、ヒドロキシエチルセル

ロース、香料、プロピルパラベン 

うるおい・清い肌・はり 

水、グリセリン、ＢＧ、ＤＰＧ、スベリヒユエキス、

アロエベラ葉エキス、ベタイン、アルギニン、カル

ボマー、ポリソルベート８０、フェノキシエタノー

ル、アラントイン、パンテノール、ハマメリス水、

ＰＣＡ－Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、ＥＤＴＡ－

２Ｎａ、エチルヘキシルグリセリン、酢酸トコフェ

ロール、ヒドロキシエチルセルロース、香料、トリ

（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、リン脂質、

コハク酸ジエトキシエチル、水添レシチン、ヒアルロン酸Ｎａ、１，２－

ヘキサンジオール、セラミドＮＰ、グルタミン酸ジ酢酸４Ｎａ 

JAN CODE 8809220805974 JAN CODE 8809220802331 

 

 

 
 

 

 


