ﾅﾁｭﾗﾙー日本オリーブーヘアケア・ボディケア
商品名

日本オリーブ

日本オリーブ

日本オリーブ

日本オリーブ

ナチュラルマインド

ナチュラルマインド

オリーブマノン

オリーブマノン

シャンプー

リンス(コンディショナー)

ピュアスクワラン

オリーブムース

天然保湿成分オリーブオイル配
合のヘアリンス。シトラス＆フロ
ーラルの香り。ナチュラルマイン
ドシャンプーと合わせてお使いく
ださい。

オリーブ由来の植物性スクワラ
ン。（スペイン産オリーブ由来）
100％純粋・完全無添加の美容
原液です。素肌にすっと軽く広が
ります。

天然保湿成分オリーブオイル配
合 顔・身体・髪・爪のケアに
さわやか泡保湿料

スクワラン
（無香料、無着色、無パラベン）

水、オリーブ油、LPG、プロパン
ジオール、トコフェロール、ヒア
ルロン酸ヒドロキシプロピルトリ
モニウム、 クエン酸 Na、クエン
酸、ラウリン酸ポリグリセリル
-10、エチルヘキシルグリセリン、
カプリン酸グリセリル

画像

商品説明

天然保湿成分オリーブオイル配
合のノンシリコンヘアシャンプ
ー 。 シト ラス ＆フ ロー ラル の香
り。どのシャンプーも合わなくて
お悩みの方におススメ。

成分

水、オレフ ィン(C14-16) スルホン酸
Na、コカミド DEA、ココアンホ酢酸
Na、ココイルメチルタウリン Na、オリ
ーブ果実油、トウキ根エキス、トウヒエ
キス、マコンブエキス、クチナシ果実
エキス、ポリアスパラギン酸 Na、リン
ゴ酸ジイソステアリル、グリセリン、ク
エン酸、スルホコハク酸ラウレス
2Na、エタノール、BG、ジオレイン酸
PEG-120 メチルグルコース、ポリク
オタニウム-10、（クロロフィリン/銅）
複合体、フェノキシエタノール、メチ
ルパラベン、ブチルパラベン、香料、
（+/-）水酸化 Na

水、PG、セタノール、セトリモニウム
クロリド、オリーブ果実油、トウキ根エ
キス、トウヒエキス、マコンブエキス、
加水分解シルク、（ジヒドロキシメチル
シリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル
加水分解ダイズタンパク、PCA-Na、
リボフラビン酪酸、コレステロール、
グリセリン、オレイルアルコール、ステ
アリルアルコール、ベヘニルアルコー
ル、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチ
コン、BG、イソステアロイル乳酸 Na、
ジステアリルジモニウムクロリド、ス
テアリン酸グリセリル、クオタニウム
-33 、 PPG-5 セ テ ス -10 リ ン 酸 、
PEG-65M、イソプロパノール、メチ
ルパラベン、プロピルパラベン、ブチ
ルパラベン、香料

ｻｲｽﾞ

500ml

500ml

35ml

150g

メーカー価格

1,100 円

1,100 円

3,300 円

1,320 円

割引 販売価格

●5％OFF1,045 円

●5％OFF1,045 円

●10%OFF 2,970 円

●5％OFF1,254 円

在庫状況

通常在庫

通常在庫

在庫分で取扱い終了

在庫分で取扱い終了

お送り・お取り寄せ条件

1 点以上

1 点以上

――――――

――――――

商品名

日本オリーブ

日本オリーブ

オリーブマノン

オリーブマノン

化粧用オリーブオイル

化粧用オリーブオイル

一切の添加物を配合していない、
100 ％ 純 粋 な オ リ ー ブ オ イ ル 。
200ml はクレンジング、マッサージ、
パックなど多量使いに便利な 1 プッシ
ュ=約 1ml の定量ポンプ
100％オリーブオイル

一切の添加物を配合していない、
100％純粋なオリーブオイル。30ml
は美容液やクリーム代わりなど少量使
い、携帯用に便利な 1 プッシュ=約
0.2ml の定量ポンプ。
100％オリーブオイル

ｻｲｽﾞ

200ml

30ml

メーカー価格

4,180 円

1,100 円

画像

商品説明

成分

割引 販売価格

●5％OFF 3,971 円

●5％OFF1,045 円

在庫状況

在庫分で取扱い終了

在庫分で取扱い終了

お送り・お取り寄せ条件

――――――

――――――

※日本オリーブの記載のない商品は当店では取り扱っておりません。詳細はご確認ください。

ﾅﾁｭﾗﾙー日本オリーブーナチュラルコスメ
商品名

日本オリーブ

日本オリーブ

日本オリーブ

日本オリーブ

オリーブマノン

オリーブマノン

オリーブマノン

オリーブマノン

グリーンローション

オリーブリーフローション

ジェルエッセンス

オリーブオイルクレンジング

（果汁水）

（銀葉水）

商品説明

1994 年発売。天然保湿成分オリ
ーブ果汁配合。さっぱりなのにし
っとりする化粧水。頻繁な手洗い
でカサカサ、でも油脂系ケアでき
ない方に、果汁水のさっぱりケア
をおススメしています。

天然保湿成分オリーブ葉エキス
配合。サラッとした使い心地だけ
どお肌しっとりお肌をキュっと引き
締めサラサラにうるおってべたつ
かない化粧水。男性のシェービン
グケアにもおすすめです。

化粧水の後はこれ 1 本で OK。使
いやすいジェル状美容液として、
お肌のきめを整えるだけでなく、
乳液やクリームのように角質層に
浸透した水分を守り、ふっくら柔
らかな肌に。

皮脂によく似た成分であるオリー
ブオイルを主体とし、メークをス
ムーズに洗い流せます。
無香料・無着色・無パラベン

成分

水、エタノール、グリセリン、オリ
ーブ果実油、オリーブ果汁、スク
ワラン、褐藻エキス、ローマカミ
ツレ花油、 トコフェロール、アル
ギニン、ピリドキシン HCl、リンゴ
酸 ジイソステアリル、オレイン酸
デシル、セスキオレイン酸ソルビ
タン、 ゲラニオール

水、グリセリン、BG、オリーブ葉エキ
ス、オリーブ果実油、グレープフルー
ツ種子エキス、アスコルビルグルコシ
ド、ローズマリー葉油、トコフェロー
ル、トレハロース、ピリドキシン HCl、
酸化亜鉛、ジグリセリン、PEG-32、ク
エン酸、水酸化 Na、PEG-40 水添ヒ
マシ油

水、BG、エタノール、グリセリン、オリ
ーブ果実油、オリーブ果汁、オリーブ
葉エキス、ゲンチアナ根エキス、スク
ワラン、テトラヘキシルデカン酸アス
コルビル、グリチルレチン酸ステアリ
ル、トコフェロール、ノバラ油、ヒアル
ロン酸 Na、キサンタンガム、カルボマ
ー 、 ゲ ラ ニ オ ー ル 、 水 酸 化 Na 、
PEG-30 水添ヒマシ油、PEG-40 水
添ヒマシ油

オリーブ果実油、トリイソステア
リン酸 PEG-20 グリセリル、オ
リーブ果汁、オリーブ葉エキス、
スクワラン、グリチルレチン酸ス
テアリル、トコフェロール、ダイズ
ステロール、水、BG、エタノー
ル、ゲラニオール

ｻｲｽﾞ

180ml

180ml

45g

155ｍｌ

メーカー価格

1,100 円

1,100 円

1,650 円

3,080 円

画像

NEW

割引 販売価格

●5％OFF1,045 円

●5％OFF1,045 円

●5％OFF1,568 円

●10%OFF 2,772 円

在庫状況

通常在庫・テスターあり

通常在庫・テスターあり

通常在庫・テスターあり

通常在庫・テスターあり

お送り・お取り寄せ条件

1 点以上

1 点以上

1 点以上

1 点以上

商品名

日本オリーブ

日本オリーブ

オリーブマノン

オリーブマノン

（紫草）ユイルドリーブ

アイブロウペンシル

＜メーク落とし＞
画像

商品説明
成分

メークにすばやくなじみ、すっき
り落とせます。洗い流しがスムー
ズです。
オリーブ油、テトラオレイン酸ソ
ルベス-30、トリエチルヘキサノ
イン、ムラサキ根エキス、シコニ
ン、トウキ根エキス、スクワラン、
BG、メチルパラベン、ブチルパ
ラベン

眉用化粧品。ペンシルのみ。
色：ブラウン、ダークブラウン。
在庫限りで取扱終了の商品。
モクロウ、ヘキサ（ヒドロキシステアリ
ン酸／ステアリン酸／ロジン酸）ジペ
ンタエリスリチル、水添ダイズ脂肪酸
グリセリル、ベヘン酸、ベヘニルアル
コール、カルナウバロウ、水添ココグ
リセリル、 オリー ブ油、ト コフェロー
ル、[＋／－]ラウロイルリシン、酸化
チタン、酸化鉄、マイカ

ｻｲｽﾞ

145ml

0.14g

メーカー価格

1,980 円

1,980 円

割引 販売価格

●10%OFF 1,782 円

在庫状況

通常在庫

在庫分で終了

お送り・お取り寄せ条件

1 点以上

――――――

●5％OFF1,881 円

※日本オリーブの記載のない商品は当店では取り扱っておりません。詳細はご確認ください。

