
★ナチュラルコスメーアーダブレーン                           

商品名 アーダブレーン 

セラジュニール 

ローション 

アーダブレーン 

セラジュニール 

エッセンス 

アーダブレーン 

セラジュニール 

クリーム 

アーダブレーン 

セラジュニール 

オーガニック ホホバオイル 

画像 

    

商品説明 
独自のミネラルとアミノ酸群のバランス

によって、誰の肌にも存在する常在菌を

活性化させ 年齢に立ち向かう力を呼び

覚まします。軽いとろみ感のあるリッチな

化粧水。潤いがすばやく浸透し、弾力の

あるキメの整った肌へと導き、 その後の

スキンケア効果を引き出します。乾燥肌

もしっとり潤す、敏感肌にも安心の無添

加化粧水。 

今までにない新発想のエイジングケア美

容液。独自のミネラルとアミノ酸群バラ

ンスによって誰の肌にも存在する常在菌

を活性化させ、 年齢に立ち向かう力を

呼び覚まします。とろとろのテクスチャー

でつけたとたん肌にスーッとなじむ美容

液。使うほどに「ピン」とハリのある美しい

素肌に。 乾燥肌もしっとり潤す、敏感肌

にも安心の無添加美容液。 

今までにない、新発想のエイジングケア

クリーム。 独自のミネラルとアミノ酸群

のバランスで、 誰の肌にも存在する常在

菌を活性化させ 年齢に立ち向かう力を

呼び覚まします。 肌にとけ込むような新

感覚のクリーム。 豊富な美容成分で肌

をしっかり包み込み、 翌朝もち肌へとい

ざなう最高峰の美容クリームです。 敏感

肌にも安心の無添加クリーム。 

万能の美容液。肌・髪・ボディなど全身のケアに! 

 美容液として、ヘアケア・頭皮ケアに。 

ボディケア・マッサージに乾燥が気になる部分やひ

じ・かかとなどのケアに。また、お気に入りのハーブの

エッセンシャルオイル等と混ぜてのボディマッサージ

もおすすめ！クレンジングや角栓のケアに。天然・有

機だからベビーにも安心！有機認定ホホバオイル＋

天然ビタミンＥがすこやかな肌へと導きます。敏感肌

の方に特におすすめの美容オイルです。オイル特有

のベタつきやニオイがほとんどなく、サラッとした快

適な感触。酸化しにくく油やけの心配がなく、外出時

にも安心。 

成分 
水、グリセリン、ペンチレングリコール、ア

ルカリゲネス産生多糖体、ブドウ葉エキ

ス、チロシン、トリプトファン、ヒスチジ

ン、システインＨＣｌ、クレアチン、カロット

液汁、トコフェロール、ジグリセリン、クエ

ン酸Ｎａ、クエン酸、ＢＧ、エチルヘキシル

グリセリン 

水・グリセリン・ペンチレングリコール・グ

リコシルトレハロース・アルカリゲネス産

生多糖体・ブドウ葉エキス・チロシン・トリ

プトファン・ヒスチジン・システイン HCl・

クレアチン・カロット液汁・ヒアルロン酸

Na・トコフェロール・加水分解水添デンプ

ン・クエン酸 Na・クエン酸・BG・エチルヘ

キシルグリセリン 

水・グリセリン・ペンチレングリコール・スクワラ

ン・ホホバ種子油・オリーブ油・ベヘニルアルコ

ール・トリ(カプリル・カプリン酸) グリセリル・ア

ルカリゲネス産生多糖体・(メタクリル酸グリセリ

ルアミドエチル/メタクリル酸ステアリル) コポリ

マー・ブドウ葉エキス・チロシン・トリプトファン・

ヒスチジン・システイン HCl・オレイン酸フィトス

テリル・カロット液汁・グリコシルトレハロース・加

水分解水添デンプン・ニンジン根エキス・トコフェ

ロール・バチルアルコール・ダイズ油・アルギニ

ン・BG・エチルヘキシルグリセリン・カルボマー・

(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C１０-３０) )ク

ロスポリマー 

ホホバ種子油・トコフェロール 

 

 

ｻｲｽﾞ 120ｍｌ 30ｍｌ ３０g 27ml×6 

メーカー価格 4,620円 7,700円 11,000円 19,800円 

割引 販売価格 ●10%OFF 4,158円 ●10%OFF 6,930円 ●10%OFF 9,900円 ●10%OFF 17,820円 

在庫状況 取り寄せ（７営業日以内） 取り寄せ（７営業日以内） 取り寄せ（７営業日以内） 取り寄せ（７営業日以内） 

 

商品名 アーダブレーン 

FITLAND 

保湿化粧水 

アーダブレーン 

FITLAND 

美容液 

アーダブレーン 

FITLAND 

保湿クリーム 

アーダブレーン 

FITLAND 

パウダーファンデーション レフィル 

（ナチュラル） 

画像 

    

商品説明 
大地の恵み。潤いつづく高保湿化粧

品。角層補水が美肌の基本。さっぱり

なのにしっかり潤す。 

環境負荷に考慮した容器に変更になり

ましたが、成分に変更はありません。 

とろみのあるエマルジョンがより深く角質層

の奥に届き、肌調子が一気に上昇。 肌をと

りかえたようなやわ肌に。ローション（化粧

水）の後にご使用ください。無添加・植物性

なので乾燥肌や敏感肌の方にも安心してお

使いください。環境負荷に考慮した容器に順

次変更になりますが、成分に変更はありませ

ん。 

敏感肌やトラブル肌にも安心してお使い

いただける植物性の保湿クリームです。

自然の恵みをギュッと濃縮した植物エキ

スをたっぷり配合！ 無添加＆敏感肌処

方なのでアトピーや敏感肌にも安心。環
境負荷に考慮した容器に順次変更になりま

すが、成分に変更はありません。 

SPF25PA++無タール系色素、無有機色

素、無着色、紫外線吸収剤無添加。お肌に

優しいパウダーファンデーション。リフィルと

パフがセット（コンパクトケース別売）。 

自然で標準的な肌色―ナチュラのみ単品販

売対応。 

ライト・オークル・ピンクナチュラルは６点単

位販売です 

成分 
水・BG・ペンチレングリコール・グリセリン・

エチ ルヘキシルグリセリンカロット液汁・ク

エン酸 Na・アルカリゲネス産生多糖体・クエ

ン酸・トコフェロール 

水、グリセリン、プロパンジオール、ペンチレ

ングリコール、ジグリセリン、PEG-20、乳酸

程菌/ブドウ果汁発酵液、クインスシードエキ

ス、ヒアルロン酸 Na、スクワラン、トコフェロ

ール、水酸化 K、水添レシチン、BG、カルボ

マー 

水、BG、グリセリン、スクワラン、オリーブ油、水

添パーム油、ベヘニルアルコール、ホホバ油、

バチルアルコール、水添ホホバ油、ステアリン酸

ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、ス

テアロイルグルタミン酸 Na、ジメチコン、パルミ

チン酸、デキストリン、カロット液汁、ヒアルロン

酸 Na、トコフェロール、アマモエキス、カンゾウ

葉エキス、フェノキシエタノール 

マイカ、酸化チタン、トリエチルヘキサノイン、メ

タクリル酸メチルクロスポリマー、ジメチコン、

（ジメチコン／メチコン）コポリマー、ホホバ種子

油、カロット液汁、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、ジイソステアリン酸ポリグリセリル－２、水

酸化Ａｌ、ステアリン酸、酸化ジルコニウム、トコ

フェロール、ＢＧ，ココイルアルギニンエチルＰＣ

Ａ、（＋／－）タルク、酸化鉄 

ｻｲｽﾞ 150ｍｌ 40ml 30g 12g 

メーカー価格 2,200円 3,300円 2,420円 1,870円 

割引 販売価格 ●10%OFF 2,090円 ●10%OFF 2,970円 ●10%OFF 2,178円 ●10%OFF 1,683円 

在庫状況 通常在庫・テスターあり 在庫限りで終了・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 

※アーダブレーンのお取り寄せは、FITLAND・TAEKO・ホホバオイルはケース単位で、その他はメーカー希望価格

4,000円以上でご注文をお受けしています。詳細はご確認ください。 

 



★ナチュラルコスメーアーダブレーン                           

商品名 アーダブレーン 

FITLAND 

パウダーファンデーション レフィル 

（ピンクナチュラル・ライト・オークル） 

アーダブレーン 

FITLAND 

ファンデーション コンパトケース 

アーダブレーン 

TAEKO 

マッサージ＆クレンジングクリーム 

アーダブレーン 

TAEKO 

ウォッシングフォーム 

画像 

    

商品説明 
SPF25PA++無タール系色素、無有

機色素、無着色、紫外線吸収剤無添

加。お肌に優しいパウダーファンデー

ション。リフィルとパフがセット（コンパ

クトケース別売）色白で明るい肌色―ライ
ト健康的でやさしい褐色の肌色―オーク

ル、、ピンクナチュラル(やや色白で血

色の良い肌色)のみ６点単位のお取り

寄せになります。 

パウダーファンデーション レフィ

ル（パフ付）とコンパクトケースは

別売りです。鏡部分が大きいので

メイク直しなどに便利です。 

 

※次回入荷分からデザインが変

わります。 

潤いとハリを与え、汚れすっき

り！お肌にやさしいクリームタイ

プ。 

さっぱりなのにつっぱらない！ホ

イップ泡でやさしく洗う。 

成分 
マイカ、酸化チタン、トリエチルヘキサノイ

ン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、ジメ

チコン、（ジメチコン／メチコン）コポリマ

ー、ホホバ種子油、カロット液汁、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、ジイソステアリ

ン酸ポリグリセリル－２、水酸化Ａｌ、ステアリ

ン酸、酸化ジルコニウム、トコフェロール、Ｂ

Ｇ，ココイルアルギニンエチルＰＣＡ、（＋／

－）タルク、酸化鉄 

 パルミチン酸エチルヘキシル、水、BG、

グリセリン、ベヘニルアルコール、ベンチ

レングリコール、ステアリン酸ポリグリセ

リルー10、ヘキサヒドロキシステアリン酸

ジペンタエリスリチル、エチルヘキシル

グリセリン、アルカリゲネス産生多糖体、

アルギニン、カルボマー、スクワラン、ホ

ホバ種子油、トコフェロール、グリチルリ

チン酸 2K 

水、ミリスチン酸、グリセリン、水酸化

K、ステアリン酸、ラウロイルメチルタ

ウリン Na、ステアリン酸グリセリル、ラ

ウリン酸、BG、スクロース、ステアロ

イルグルタミン酸Na、エチルヘキシル

グリセリン、トコフェロール、グリチル

リチン酸 2K、アルカリゲネス産生多糖

体 

ｻｲｽﾞ 12g×6 幅１０７×奥行７０×高さ１３(mm) 90g×６ 120g×6 

メーカー価格 １セット（６点）11,220円 1,320円 １セット（６点）13,200円 １セット（６点）11,880円 

割引 販売価格 ●10%OFF 10,098円 ●10%OFF 1,188円 ●10%OFF 11,880円 ●10%OFF 10,692円 

在庫状況 取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫・テスターあり 取り寄せ（７営業日以内） 取り寄せ（７営業日以内） 

 

商品名 アーダブレーン 

TAEKO 

サンスクリーン 

SPF50+PA++++ 

アーダブレーン 

TAEKO 

美容液ファンデーション 

（ライト・ナチュラル） 

アーダブレーン 

TAEKO 

美容液ファンデーション 

（オークル） 

アーダブレーン 

TAEKO 

プレストパウダーレフィル 

画像 

    

商品説明 
あ紫外線対策＆メイク下地に。潤い

護る、日中用身溶液！紫外線吸収剤

不使用でお肌に安心。海や山でも使

え、サンゴをまもる！環境にやさしい

無添加処方。。ウォータープルーフな

のに石けんで洗い流せる。特有のに

おいがない。白浮きしない。 

SPF16PA++潤いつづく。美肌を導

く。美肌を護る。石けんで落とせます。 

色白で明るい肌色―ライト。 

自然で標準的な肌色―ナチュラル。 

3 色対応ですが、単品・及び店頭販売

対応は、ライト・ナチュラルのみです。 

SPF16PA++潤いつづく。美肌を導

く。美肌を護る。石けんで落とせます。 

健康的でやさしい褐色の肌色―オー

クル。 

オークルは取り寄せとなります。 

ナチュラル・ライトは単品及び、店頭

販売しています。 

パウダーヴェールで肌をまもりなが

ら、みずみずしい透明感。紫外線吸収

剤、揮発性油剤、界面活性剤、防腐

剤、香料、エタノール、動物性原料、

旧表示指定成分無添加。 

コンパクトケース別売り。パフなし。 

成分 
水、トリエチルヘキサノイン、酸化チタン、

グリセリン、BG、ベヘニルアルコール、ペン

チレングリコール、含水シリカ、アルカリゲ

ネス産生多糖体、グリチルレチン酸ステアリ

ル、トコフェロール、バチルアルコール、エ

チルヘキシルグリセリン、ハイドロゲンジメ

チコン 

水・トリエチルヘキサノイン・ BG・グリセリ

ン・ベヘニルアルコール・ペンチレングリコー

ル・アルカリゲネス産生多糖体・グリチルレ

チン酸ステアリル・トコフェロール・アルギニ

ン・バチルアルコール・エチルヘキシルグリ

セリン・カルボマー・ジラウロイルグルタミン

酸リシン Na・（+/－)酸化チタン・酸化鉄・ジ

メチコン・水酸化 Al・ステアリン酸・ステアロ

イルグルタミン酸 2Na 

水・トリエチルヘキサノイン・ BG・グリセリ

ン・ベヘニルアルコール・ペンチレングリコー

ル・アルカリゲネス産生多糖体・グリチルレ

チン酸ステアリル・トコフェロール・アルギニ

ン・バチルアルコール・エチルヘキシルグリ

セリン・カルボマー・ジラウロイルグルタミン

酸リシン Na・（+/－)酸化チタン・酸化鉄・ジ

メチコン・水酸化 Al・ステアリン酸・ステアロ

イルグルタミン酸 2Na 

マイカ、タルク、酸化チタン、パルミチン酸エチルヘ

キシル、カオリン、（ビニルジメチコン／メチコンシル

セスキオキサン）クロスポリマー、ミリスチン酸亜鉛、

グリセリン、シリカ、ホウケイ酸（Ｃａ／Ａｌ）、リンゴ酸ジ

イソステアリル、トコフェロール、ステアリン酸、ヒドロ

キシプロピルビスパルミタミドＭＥＡ、トリポリヒドロキ

システアリン酸ジペンタエリスリチル、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、ラウロイルリシン、リン脂質、エチルヘ

キシルグリセリン、ペンチレングリコール、炭酸Ｃａ、酸

化亜鉛、水酸化Ａｌ、ジメチコン、アルミナ、酸化鉄 

ｻｲｽﾞ 35ml 30ｇ オークルのみ 30ｇ×6 10g 

メーカー価格 3,080円 3,850円 23,1000円 3,850円 

割引 販売価格 ●10%OFF 2,772円 ●10%OFF 3,465円 ●10%OFF 20,790円 ●10%OFF 3,465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 取り寄せ（７営業日以内） テスターあり・在庫分以後お取寄せ 

※アーダブレーンのお取り寄せは、FITLAND・TAEKO・ホホバオイルはケース単位で、その他はメーカー希望価格

4,000円以上でご注文をお受けしています。詳細はご確認ください。 



★ナチュラルコスメーアーダブレーン                           

商品名 アーダブレーン 

TAEKO 

プレストパウダーケース 

アーダブレーン 

TAEKO 

パウダー用ブラシ S 

アーダブレーン 

パウダー用ブラシ 

アーダブレーン 

携帯用パウダーブラシ 

画像 

    

商品説明 
プレストパウダーレフィルとコンパクト

ケースは別売りです。 

 

目元・口元・小鼻まわりもきれいにの

ばせます。 
化粧筆にも肌へのやさしさを求めた

「熊野の化粧筆」。そなめらかな肌滑

りでムラなく艶やかに仕上がります。

毛先が僅かに斜めの形状で、目元・

口元・小鼻まわりもきれいにのばせま

す。 

かわいいピンクのケース 

成分  毛:PBT 毛：山羊毛 毛：山羊毛 

ｻｲｽﾞ 幅 71×奥行 80×高さ１7(mm) 17ｇ（全長 134×毛丈 30(mm)） ３０.6ｇ(全長１６０×毛丈３０mm) 26ｇ(全長 170（収納時 103）×

毛丈 37mm) 

メーカー価格 １,６50円 1,980円 5,500円 3,300円 

割引 販売価格 ●10%OFF 1,485円 ●10%OFF 1,782円 ●10%OFF 4,950円 ●10%OFF 2,970円 

在庫状況 テスターあり・在庫分以後お取寄せ テスターあり・在庫分以後お取寄せ 取り寄せ（７営業日以内） 取り寄せ（７営業日以内） 

 

商品名 アーダブレーン 

つめから 

リップエッセンス 

アーダブレーン 

アカピイオン 10 

アーダブレーン 

センシティブシールド 

（ワセリン） 

 

 

画像 

   

 

商品説明 「思わず触れたくなる唇」を開発

テーマとし、水で膨らむヒアルロ

ン酸と、水を含む油を配合。 

「ふっくらと艶っぽい」を実現しま

した。そして、「アルカリゲネス産

生多糖体」が、とてもデリケート

なクチビルを、乾燥や摩擦などの

刺激からしっかりと守ります。 

マイナスイオンをたっぷり含んだ

「電解還元性イオン化粧水」 

通常の水よりも表面張力が弱い

ため、肌へ馴染みやすく、皮膚へ

潤いを与えます。 

アトピー肌、ニキビ、敏感肌でお

困りの方におススメです！ 

 

”するのび”するする伸びてベタつ

かない 

アトピーや、敏感肌でお困りの方

の為に開発いたしました。 

 

 

成分 リンゴ酸ジイソステアリル、ヒマ

ワリ種子油、スクワラン、ヒマシ

油、トリエチルヘキサノイン、ミツ

ロウ、キャンデリラロウ、カルナウ

バロウ、パルミチン酸エチルヘキ

シル、ヒドロキシアル（Ｃ１６－１８）

ヒドロキシダイマージリノレイルエ

ーテル、ヒアルロン酸Ｎａ、アルカ

リゲネス産生多糖体、ホホバ種

子油、シア脂、トコフェロール、グ

リチルレチン酸ステアリル、アラ

ントイン、ジメチルシリル化シリ

カ、テトラへキシルデカン酸アス

コルビル、ＢＧ、ペンチレングリコ

ール 

水 ワセリン  

ｻｲｽﾞ 3g 300ml 40g  

メーカー価格 1,650円 4,950円 1,650円  

割引 販売価格 ●10%OFF 1,485円 ●5%OFF 4,703円 ●10%OFF 1,485円  

在庫状況 在庫なくなり次第お取り寄せ 取り寄せ（７営業日以内） 在庫なくなり次第お取り寄せ  

※アーダブレーンのお取り寄せは、FITLAND・TAEKO・ホホバオイルはケース単位で、その他はメーカー希望価格

4,000円以上でご注文をお受けしています。詳細はご確認ください。 

 


