
★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 

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 

アーダブレーン 

TAEKO 

サンスクリーン 

SPF50+PA++++ 

画像 

    

商品説明 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。 

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。 

成分 
 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 

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 

ｻｲｽﾞ 幅１０７×奥行７０×高さ１３(mm) 90g 120g 35ml 

メーカー価格 1,320円 2,200円 1,980円 3,080円 

割引 販売価格 ●10%OFF 1,188円 ●10%OFF 1,980円 ●10%OFF 1,782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 通常在庫・テスターあり 

 

商品名 アーダブレーン 

TAEKO 

美容液ファンデーション 

（ナチュラル） 

アーダブレーン 

TAEKO 

美容液ファンデーション 

（ライト・オークル） 

アーダブレーン 

TAEKO 

プレストパウダーレフィル 

アーダブレーン 

TAEKO 

プレストパウダーケース 

画像 

    

商品説明 
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。 

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、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。色白で明るい肌色―ライト。 

ライト・オークルは取り寄せとなりま

す。ナチュラルは単品で店頭販売して

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。 

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。 

 

成分 
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 30ｇ ライト・オークル 30ｇ×6 10g 幅 71×奥行 80×高さ１7(mm) 

メーカー価格 3,850円 23,1000円 3,850円 １,６50円 

割引 販売価格 ●10%OFF 3,465円 ●10%OFF 20,790円 ●10%OFF 3,465円 ●10%OFF 1,485円 

在庫状況 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 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、ケース単位また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 

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 

アーダブレーン 

つめから 

リップエッセンス 

画像 

    

商品説明 
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 「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。 

成分 毛:PBT 毛：山羊毛 毛：山羊毛 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 

ｻｲｽﾞ 17ｇ（全長 134×毛丈 30(mm)） ３０.6ｇ(全長１６０×毛丈３０mm) 3g 3g 

メーカー価格 1,980円 5,500円 1,650円 1,650円 

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

在庫状況 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） 在庫なくなり次第お取り寄せ 在庫なくなり次第お取り寄せ 

 

商品名 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 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 
水 ワセリン   

ｻｲｽﾞ 300ml 40g   

メーカー価

格 

4,950円 1,650円   

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

在庫状況 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。 

 

 



★ナチュラルコスメーオーブス                           

商品名 オーブス 

夢水肌 

スキンベースウォーター 

オーブス 

夢水肌 

パーフェクトエッセンス 

オーブス 

プリスティーン 

ボディウォーター 

オーブス 

アトピッタリうぉーたー 

 

画像 

    

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。 

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。 

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。 

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 

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）、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 

ｻｲｽﾞ 200ml 150ml 250ml 250ml 

メーカー価格(税込) 3,520円 6,600円 2,750円 3,300円 

割引 販売価格 ●10%OFF 3,168円 ●10%OFF 5,940円 ●10%OFF 2,385円 ●10%OFF 2,970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 在庫限りで取扱終了 

テスターあり 

 

商品名 オーブス 

エスケアウォーター 

オーブス 

２EYEzone 

（ツーアイゾーン） 

オーブス 

ばぶぶ 

ベビースキンローション 

 

 

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。 

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。 

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。 

 

 

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 

水（OrBS高密度安定純水） 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 

 

ｻｲｽﾞ 250ml 30ml 150ml  

メーカー価格 3,300円 1,100円 4,180円  

割引 販売価格 ●10%OFF 2,970円 ●10%OFF 990円 ●10%OFF 3,762円  

在庫状況 通常在庫・テスターあり

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  

※オーブスの記載のない商品は当店では取り扱っておりません。 

                        


