ナチュラルコスメーオーブス
商品名

オーブス

オーブス

オーブス

オーブス

夢水肌

夢水肌

夢水肌

夢水肌

スキンベースウォーター

パーフェクトエッセンス

トライアルセット

ミラクルエッセンスソープ 1G

商品説明

“肌水密度の水”すべての肌に潤いベ
ースをつくります。
微細微量な美容天然成分がお肌のき
めを整え、透明感に満ちた素肌に導き
ます。乾燥肌、足りないのは油分では
なく肌を潤わせてくれる“水”。肌の水
になじむ水があれば、配合成分は微細
微量なほどに効果的。

“やわらか艶肌”ローションタイプの美
容液
油分では叶わない新感覚の保水ケア
が誕生。潤い被膜効果を持続する美
容成分を配合した“ローションタイプ”
の美容液。太陽光や乾燥に負けない
柔らか艶肌に保ちます。夢水肌スキン
ベースウォーターと一緒にお使いくだ
さい。

オーブス夢水肌をお試しいただ
けるセットです。
初めての方は、しっかり・たっぷり
と、４～５日間でご使用ください。
ご愛用の方には、携帯用・旅行用
にお使いください。

成分

水（OrBS 高密度安定純水）、ソウハ
クヒエキス、ユキノシタエキス、クチナ
シエキス、シソエキス

水（OrBS 高密度安定純水）、グリセリ
ン、ペチレングリコール、グレープフル
ーツ種子エキス、オウレン根茎エキス
（BG 抽出）、ユーカリ油

夢水肌スキンベースウォーター30ml
夢水肌パーフェクトエッセンス:30ｍｌ

肌を洗う…気品漂う透明艶肌
きめ細やかな泡だちで輝き上げる贅
沢なまでの上質感。厳選された自然
素材と“肌水密度の水”の泡。オースト
ラリアン高純度天 然ユー カリ精油配
合、石ケン素地には、贅沢にも天然植
物油 脂を使 用。肌 の水を奪 うこ とな
く、汚れをしっかりと落とし、しっとりと
マイルドな使用感。洗うたびに輝き上
げる“柔らか透明艶肌”へ。
石けん素地、水（OrBS 高密度安定純
水）スクロース、グリセリン、エタノー
ル、ソルビトール、クエン酸、オリーブ
油、ブドウ種子油（グレープシードオイ
ル）、オウレンエキス(BG 抽出）、ユー
カリ油

ｻｲｽﾞ

200ml

150ml

各３０ml

100g

メーカー価格(税込)

3,520 円

6,600 円

1,980 円

3,850 円

割引 販売価格

●10%OFF 3,168 円

●10%OFF 5,940 円

在庫状況

通常在庫・テスターあり

お送り・お取り寄せ条件

商品名

画像

●10%OFF

1,782 円

●10%OFF 3,465 円

通常在庫・テスターあり

在庫分で取り扱い終了

在庫分で取り扱い終了

1 点以上

1 点以上

―――――

―――――

オーブス

オーブス

オーブス

オーブス

夢水肌

プリスティーン

プリスティーン

プリスティーン

ミラクルエッセンスソープ 2Y

ボディウォーター

ボディウォーター

ボディウォーターしっとり

商品説明

やわらか透明艶肌、実感！
自然素材にこだわったスキンケア
ソープ。乾燥肌の方にも全身に
お使いいただけるよう、マイルド
な使用感、しっとりとした清浄効
果に、ローズマリーシネオールを
採用しました。

お肌への優れた水の潤い力
皮膚本来の健康を考えて生まれ
た、天然成分の全身用化粧水で
す。肌自身の機能を優しく補い、輝
く素肌に整えます。日ざしや薬剤か
らお肌を守り、日焼けなどによるシ
ミ・ソバカス・くすみを防ぎます。

お肌への優れた水の潤い力
皮膚本来の健康を考えて生まれ
た、天然成分の全身用化粧水で
す。肌自身の機能を優しく補い、輝
く素肌に整えます。日ざしや薬剤か
らお肌を守り、日焼けなどのシミ・ソ
バカス・くすみを防ぎます。お試し、
携帯用に便利です。

「水」のうるおいを実感できるしっ
とり感。プリスティーン・ボディウ
ォーターのしっとりタイプで、肌
の水のバランスを整え、きめ細か
にしっとりと肌をうるおわせます。

成分

石けん素地、水（OrBS 高密度安定純
水）スクロース、グリセリン、エタノール、
ユビキノン、ノバラエキス、水添レシチ
ン、酢酸トコフェロール、PEG-100 水添
ヒマシ油、トリオクタノリン、BG、コメヌカ
スフィンゴ糖脂質、リゾレシチン、酒粕エ
キス、クズ根エキス、アロエベラ葉エキ
ス、クロレラエキス、グリチルリチン酸２
K、加水分解シルク、マグワ根皮エキス、
カンゾウ根エキス、ローズマリーシネオ
ール、ユーカリ油、フィチン酸

水（OrBS 高密度安定純水）、コメヌカ
エキス、ヨクイニンエキス、オウレンエ
キス、ソウハクヒエキス、ユキノシタエ
キス、センキュウエキス、クチナシエ
キス、ユリエキス、ドクダミエキス、甘
草エキス、シソエキス

水（OrBS 高密度安定純水）、コメヌカ
エキス、ヨクイニンエキス、オウレンエ
キス、ソウハクヒエキス、ユキノシタエ
キス、センキュウエキス、クチナシエ
キス、ユリエキス、ドクダミエキス、甘
草エキス、シソエキス

水（OrBS 高密度安定純水）、クチナ
シエキス、オウレンエキス、スイカズラ
エキス、ユキノシタエキス、ユリエキ
ス、センキュウエキス、コメヌカエキ
ス、ヨクイニンエキス、ソウハクヒエキ
ス、甘草エキス、シソエキス、ドクダミ
エキス、センブリエキス

ｻｲｽﾞ

100g

250ml

100ml

250ml

メーカー価格

2,970 円

2,750 円

1,320 円

2,750 円

割引 販売価格

●10%OFF 2,673 円

●10%OFF 2,385 円

在庫状況

在庫分で終了

通常在庫・テスターあり

在庫分で取り扱い終了

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

画像

※取り寄せなど詳細はご確認ください。

●10%OFF

1,188 円

●10%OFF 2,385 円

ナチュラルコスメーオーブス
商品名

オーブス

オーブス

オーブス

オーブス

プリスティーン

アトピッタリうぉーたー

アトピッタリうぉーたー

エスケアウォーター

ボディウォーターしっとり

画像

商品説明

「水」のうるおいを実感できるしっ
とり感
プリスティーン・ボディウォータ
ーのしっとりタイプで、肌の水の
バランスを整え、きめ細かにしっ
とりと肌をうるおわせます。
お試しや、携帯用に便利です。

敏感肌でお困りのかたにも・・・お
肌を保水し、皮膚表面に水の器
の被膜をつくります。異物を水の
器でくるみ除去する、お肌の清浄
効果を高めました。さわやかなう
るおいのある健康なお肌に導きま
す。かゆみを伴うときにふき取る
ように馴染ませます。

敏感肌でお困りのかたにも・・・お
肌を保水し、皮膚表面に水の器
の被膜をつくります。異物を水の
器でくるみ除去する、お肌の清浄
効果を高めました。さわやかなう
るおいのある健康なお肌に導きま
す。かゆみを伴うときにふき取る
ように馴染ませます。お試しや、
携帯用に便利です。

日差しを防ぎ、美しい素肌づくり
に・・・水の器のうるおい被膜が強
い日ざしからお肌を守ります。
弱ったお肌をうるおわせ、キメを
整えます。バランスの崩れたお肌
に何よりも必要なものは、水のう
るおい・プロテクトです。

成分

水（OrBS 高密度安定純水）、クチナ
シエキス、オウレンエキス、スイカズラ
エキス、ユキノシタエキス、ユリエキ
ス、センキュウエキス、コメヌカエキ
ス、ヨクイニンエキス、ソウハクヒエキ
ス、甘草エキス、シソエキス、ドクダミ
エキス、センブリエキス

水（OrBS 高密度安定純水）、ヨクイニ
ンエキス、クチナシエキス、ソウハク
ヒエキス、スイカズラエキス、セージ
エキス、センブリエキス、シソエキス、
コメヌカエキス、ユリエキス、甘草エキ
ス、ビワ葉エキス、ドクダミエキス

水（OrBS 高密度安定純水）、ヨクイニ
ンエキス、クチナシエキス、ソウハク
ヒエキス、スイカズラエキス、セージ
エキス、センブリエキス、シソエキス、
コメヌカエキス、ユリエキス、甘草エキ
ス、ビワ葉エキス、ドクダミエキス

水（OrBS 高密度安定純水）、モモ葉
エキス、ユキノシタエキス、スイカズラ
エキス、オウレンエキス、セージエキ
ス、シコンエキス、ソウクヒエキス、ヨ
クイニンエキス、ヒマワリ油、シソエキ
ス、ユリエキス、甘草エキス

ｻｲｽﾞ

100ml

250ml

100ml

250ml

メーカー価格

1,320 円

3,300 円

1,650 円

3,300 円

割引 販売価格

●10%OFF

1,188 円

●10%OFF 2,970 円

●10%OFF

1,485 円

●10%OFF 2,970 円

在庫状況

在庫分で取り扱い終了

通常在庫・テスターあり

在庫分で取り扱い終了

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

商品名

オーブス

オーブス

オーブス

オーブス

エスケアウォーター

２EYEzone

ばぶぶ

ばぶぶ

（ツーアイゾーン）

ベビースキンローション

マパボディスキンケアローション

目のまわりは一番デリケート！
ハリと潤いのある、輝く目もとに。
目のまわりのお肌は、一番敏感で
デリケートなところ。一番乾きや
すく衰えやすい肌です。潤い水を
もっとほしがっています。お肌にし
っとりとした潤いを与えます。使う
ほどに目もとのハリとツヤが違っ
てきます。
水（OrBS 高密度安定純水）

赤ちゃんのための潤いしっとり・さ
らさらローション
排泄物の多い赤ちゃんの肌トラブ
ルのこと、しっかり考えました。赤
ちゃんの肌に負担をかけない調
配合ムズムズ・ピリピリの乾燥肌
から赤ちゃんを潤い保水効果で
守ります。

ママ・パパ ご家族全員で潤いし
っとり・さらさらローション
大人の肌乾燥は奥深く、より肌
への水の潤い保水効果を増しまし
た。
使用感は更にさらさらと。
脚や腕、背中にもお使いやすいス
プレーボトルタイプ

水（OrBS 高密度安定純水）・グリ
セリン・ペンチレングリコール
・グレープフルーツ種子エキス・
PCA-Na・クマザサエキス
・オウレン根茎エキス(BG 抽出）・
ゲンチアナ根エキス・ユーカリ油

水（OrBS 高密度安定純水）・グリ
セリン・ペンチレングリコール・グ
レープフルーツ種子エキス・
PCA-Na・クマザサエキス・オウ
レン根茎エキス(BG 抽出）・ユー
カリ油

画像

商品説明

日差しを防ぎ、美しい素肌づくり
に・・・水の器のうるおい被膜が強
い日ざしからお肌を守ります。
弱ったお肌をうるおわせ、キメを
整えます。バランスの崩れたお肌
に何よりも必要なものは、水のう
るおい・プロテクトです。お試し
や、携帯用に便利です。

成分

水（OrBS 高密度安定純水）、モモ葉
エキス、ユキノシタエキス、スイカズラ
エキス、オウレンエキス、セージエキ
ス、シコンエキス、ソウクヒエキス、ヨ
クイニンエキス、ヒマワリ油、シソエキ
ス、ユリエキス、甘草エキス

ｻｲｽﾞ

100ml

30ml

150ml

150ml

メーカー価格

1,650 円

1,100 円

4,180 円

3,080 円

1,485 円

●10%OFF 990 円

●10%OFF 3,762 円

●５%OFF 2,926 円

在庫状況

在庫分で取り扱い終了

通常在庫・テスターあり

通常在庫・テスターあり

在庫分で取り扱い終了

お送り・お取り寄せ条件

―――――

1 点以上

1 点以上

―――――

割引 販売価格

●10%OFF

※取り寄せなど詳細はご確認ください。

ナチュラルコスメーオーブス
商品名

オーブス
プリステーンプラス
OrBS クレンジングウォーター

画像

商品説明

成分

乾燥した敏感なダメージ肌も、きめ細やかな
“肌水密度®”の水が肌をいたわりながらクレ
ンジングする“モイスチャークレンジング”の
登場。毎日のクレンジングで“肌の傷み”が。
肌になじむ“水”があれば、配合成分は微量
微細なほどに効果的。肌の清浄効果に優れ
る植物の中から「ドクダミ」を採用しました。
スキンケアはクレンジングが大切です「クレン
ジングに困っているそんなお悩みの方へ。
水（OrBS 高密度安定純水）・クチナシエキス・オウレ
ンエキス・スイカズラエキス・ユキノシタエキス・ユリエ
キス・センキュウエキス・コメヌカエキス・ヨクイニンエ
キス・ソウハクヒエキス・甘草エキス・シソエキス・ドク
ダミエキス・センブリエキス・ＢＧ・グリセリン・ペンチレ
ングリコール・クエン酸・リンゴ酸・クエン酸Ｎａ・サンザ
シエキス・ナツメ果実エキス・グレープフルーツ果実
エキス・リンゴエキス・オレンジ果汁・レモン果汁・ライ
ム果汁・サクラ葉エキス・バチルス発酵物・ユズ果実
エキス・ヒアルロン酸Ｎａ・カワラヨモギエキス

ｻｲｽﾞ

３０0ml

メーカー価格

2,750 円

割引 販売価格

●５%OFF 2,613 円

在庫状況

在庫分で取り扱い終了

お送り・お取り寄せ条件

―――――

生活ケアーオーブス
商品名

オーブス

オーブス

オーブス

ユーカリプタススプレー

ユーカリプタススプレー

あそぶうぉーたー

（ボトル）

（詰替パック）

商品説明

100%天然素材だから、赤ちゃん用品
や食品も安全にお掃除できます。
ご使用者ニーズにお応えする消臭剤
製品が誕生!!
除菌・消臭、お掃除もできるユーカリ
スプレー安心安全な 100％天然自然
素材!
厳選されたオーストラリアン天然ユー
カリ精油と OrBS 高密度安定純水だか
ら違います。

洗 剤 と い っ し ょ に使 っ て 快 適 エコ 生
活！ 洗剤、シャンプー、リンス類の
使用量を少なくすることができます。
刺激成分が水の器で強力にマスキン
グ（包み込み）され、手肌や衣類から
残留洗剤を減らすことができます。
「水のはたらき力」・「潤い浸透力」が
高まり、今までお使いの洗剤が、少量
でより洗浄力がアップ！

成分

水（OrBS 高密度安定純水）、天然ユ
ーカリオイル

100%天然素材だから、赤ちゃん用品
や食品も安全にお掃除できます。
ご使用者ニーズにお応えする消臭剤
製品が誕生!!
除菌・消臭、お掃除もできるユーカリ
スプレー安心安全な 100％天然自然
素材!
厳選されたオーストラリアン天然ユー
カリ精油と OrBS 高密度安定純水だか
ら違います。2 回目からは詰替パック
をご利用ください。
水（OrBS 高密度安定純水）、天然ユ
ーカリオイル

ｻｲｽﾞ

330ml

600ml

600ml

メーカー価格

1,016 円

1,540 円

935 円

割引 販売価格

●10%OFF 914 円

●10%OFF

1,386 円

●10%OFF 842 円

在庫状況

在庫分で取り扱い終了

在庫分で取り扱い終了

在庫分で取り扱い終了

お送り・お取り寄せ条件

―――――

―――――

―――――

スタンディングパック

画像

※取り寄せなど詳細はご確認ください。

水（OrBS 高密度安定純水）

