
第17期（期末）

株 主さま
ご優 待カタログ

お申込み有効期限

ご優待お申込み

https://sr.rizapgroup.com/
7 0120-691-535

受付時間：10：00～18：00 （土日祝日を除く）

〒563-0032 大阪府池田市石橋3丁目2番1号

2020

7/14
（TUE）

9/30
（WED）

2020年9月30日までにお申し込みください。
お電話での受付は、2020年9月30日18：00までです。

〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー31F

ご優 待お申込みサイト

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み専用ダイヤル 【受付開始 2020年7月21日（火）～2020年9月30日（水）】

7 0120-691-535 （ご優待カタログ掲載分）
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

※WEB・電話の受付は同日開始となります。　※商品は10月下旬頃から順次発送となります。

7 0120-255-591
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

yutai@rizapgroup.comお問い合わせ
※一部JCOMなどの電話回線から繋がらない場合がございます。その場合、別のお電話かスマートフォンでおかけ直しください。
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今だからこそ、やります。
ライザップの取り組み。

　誰でも視聴可 能な、
自宅でできるエク ササイズ動画の配信。
ライザップ公式 YouTube チャ ンネルにて、プロトレーナーが直接指導
するご自宅でできるエクササイズ 動画を日々配信しております。どなたでも
ご自由にご視聴可能ですので、 ぜひ一度ご覧ください。 

　国や自治体の 方針に沿った、
適切なジム運営。
ライザップは、お客様と従業員の 健康と安全を第一に運営を行っています。従
いまして、社会状況により臨時休館 させていただくケースもございます。また営
業する場合でも、常に健康と安全 に配慮した予防対策を行ってまいります。

　運動不足からくる
｢健康不安」に対応した相談窓口の開設。
会員のお客様からは、休館期間でも個別に健康に関するご相談を承っております。
特にライザップは「運動」と「健康」においてさまざまな研究実績を持っており、
運動不足からくる諸問題に、多くのアドバイスをさせていただいております。

　どこでも受講可能な、
オンラインカウンセリングも準備。
休館期間中に無料カウンセリングをご予約いただいた方には、健康・ダイエット管理
に役立つ食事方法・運動方法など、自宅ですぐに実践できるライザップメソッドを
オンラインにてご案内させていただきます。

＃わたしたちにできること

昨今の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
また、世界中で感染防止に尽力し最前線で闘っている医療従事者の皆さまに、心から深謝申し上げます。●無料カウンセリングのご予約は随時承っております。

ライザップ 検索
東京都新宿区北新宿2-21-1 www.rizap.jp/
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お申込み手順 お申込みはカンタン！4Step4Step

STEP

1 商品を選ぶ 商品ページをご覧頂き、ご希望の商品をお選
びください。

STEP

2 商品番号を確認
ご希望の商品を見つけたら、アルファベット3
文字、数字4桁の商品番号をお控えください。
商品番号は商品名の上に記載しております。

STEP

3 WEBでお申込み
STEP2でお控え頂いた商品番号を株主優待
サイトで検索。任意のお届け先を設定してお
申込みいただけます。

STEP

4 商品のお受け取り
お申込み受付後、2020年10月中旬以降より
順次ご指定いただいたご住所へお届けする予
定です。

RZG1234

お申込みはこちらから！
詳しいご注文方法は
次のページを
ご覧ください。

お申込みはお電話でも受け付けております。

スマホも
OK！

Group Company

注意事項

200株以上 4,000ポイント
400株以上 6,000ポイント

100株以上 2,000ポイント

800株以上 12,000ポイント
1,600株以上 24,000ポイント
2,400株以上 30,000ポイント
4,000株以上 36,000ポイント
8,000株以上 72,000ポイント
16,000株以上 144,000ポイント
所有株式数別付与ポイント数

■お申込みについて
・お申込み受付期間につきましては
　開始：2020年7月14日（火）【WEB・電話10：00～】
　終了：2020年9月30日（水）【WEB～23：59・電話～18：00】
・お申込み方法はWEBサイトからのお申込みと、お電話でのお申
込みとなります。
・商品につきましては、先着順となりますので、ご希望に添えない場
合があります。予めご了承いただけますようお願いいたします。

■商品発送について
・お申込みいただきました商品は2020年10月中旬より順次発送
となります。
・複数商品をお申込みの場合、すべての商品が揃った時点での発
送となります。（発送予定日が一番遅い商品に合わせての発送に
なります。）
・お申込みが殺到した場合、やむを得ず発送が遅れてしまう可能性
がございます。詳細はWEBサイトにてご案内させていただきます
ので、ご確認ください。
・配送会社の指定および配送日時のご指定は承っておりませんの
で、予めご了承いただけますようお願いいたします。
・お申込みはご本人様に限りますが、お届け先住所は変更可能で
す。大切な方へのプレゼントにもご利用ください。（ギフトラッピン
グはおこなえません。）
・お申込み単位の梱包・発送になりますが、同じ株主様で、同日同
住所へのお申込みは同梱でお送りする場合がごさいます。また、
数量が多い場合は、複数個口に分かれて発送になる場合がござ
います。
・優待券（割引券含む）につきましては金券としてのお取り扱いとな
りますので、通常商品とは別途お送りさせていただきます。

■その他
・使用有効期限・規約につきましては、チケット毎に異なりますの
で、チケットページにてご確認ください。
・食品など一部商品につきましては、賞味期限がございますのでご
確認ください。
・お申込み後のお客様のご都合による商品の交換・返品はいたしか
ねます。

ご優待お申込みサイト

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み専用ダイヤル 【受付開始 2020年7月21日（火）～2020年9月30日（水）】

7 0120-691-535 （ご優待カタログ掲載分）
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

※WEB・電話の受付は同日開始となります。　※商品は10月下旬頃から順次発送となります。

7 0120-255-591
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

yutai@rizapgroup.comお問い合わせ
※一部JCOMなどの電話回線から繋がらない場合がございます。その場合、別のお電話かスマートフォンでおかけ直しください。
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詳しいお申込み手順
 ① 株主優待お申込みサイトにログイン・サービス利用登録 ② 優待商品お申込み

8 ご自身の所有ポイントが上部に表示されていることを
ご確認ください

お電話でのお申込み方法

0120-691-535（受付時間：土日祝日を除く10：00～18：00）

1 株主優待通知書に記載のログインIDとパスワードを
入力の上、「ログイン」をクリック

スマートフォンの場合

5 必須項目をご入力の上、「同意して変更する」をクリック
※パスワードは再設定をお願いいたします

スマートフォンの場合 スマートフォンの場合

12 申込内容を確認の上、「申し込む」ボタンをクリック

スマートフォンの場合

13 お届け先住所を選択の上、「申し込みする」をクリック
※別住所へのお届けを希望の方は、お届け先の「変更」からお届け先の指定をしてください

スマートフォンの場合

14
こちらの画面が表示され、受付完了メールが届くと
申込完了です
※24時間以内にメールが届かないようでしたらご連絡くださいますようお願いいたします

スマートフォンの場合

10 検索していただいた商品が一覧で表示されます

スマートフォンの場合

11 商品にサイズや色展開がある場合はご希望のものをプルダウンで選択し、数量を入力の上、「商品を申し込む」をクリック

スマートフォンの場合

6 更新内容をご確認の上、「更新する」をクリック

スマートフォンの場合

7 こちらの画面が表示されると、商品申込が可能となります

スマートフォンの場合

2 メールアドレスをご入力の上、「送信する」をクリック

スマートフォンの場合

3 こちらの画面が表示されましたら、送られてきたメール
文面のURLをクリック

スマートフォンの場合

4 「株主情報更新画面へ進む」をクリック

スマートフォンの場合

9 カタログでお選びいただいた商品を入力し、　 マークを
クリック

RZG1234
RZG1234

スマートフォンの場合

下記の番号に
お電話ください

商品申込み
窓口へお電話3

商品番号、発送先などを
お伝えください

商品ご注文4

RZG1234

アルファベット3文字、数字4桁の
商品番号をお控えください

優待カタログから
お好きな商品を選択2

お手元の株主優待通知書
にてご確認ください

株主優待通知書で
優待ポイントを確認1

POINT

優待商品申込み 専用ダイヤル
（受付開始は7月14日以降）
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株主優待ポイント

最大 3 年 積 立 制 度

毎年3月末、9月末権利確定時に継続して株主名簿に同一の株主番号で記載されることで、自動的に残ったポイ
ントが積み立てられ次回株主優待でご利用いただけます。次回発生ポイントと前回残ったポイントは合算され、
通知書に記載されます。
※3月末権利確定時の証券口座からではなく、別の証券口座にて株式を取得されますと、株主番号が変わってし
まい、積立ができませんのでご注意ください。

ポイント積立と消費のイメージ

3年間のポイント積立が可能になりました。

ポイントは、積み立てられた年の
古いものから使用されます。

毎年4,000ポイントもらえる株主様の場合

4,000ポイント

1年目

1年目に付与

4,000ポイント

4,000ポイント

2年目

4,000ポイント

4,000ポイント

4,000ポイント

3年目

1,000ポイント

4,000ポイント

4,000ポイント

4,000ポイント

4年目

2年目に付与

3年目に付与

4年目に付与

3年目に3,000ポイントを使用した場合、1
年目の積み立てから3,000ポイントが使用
され、4年目に1,000ポイントが消滅します。

３
，０
０
０
ポ
イ
ン
ト
を
使
用

本券は全国のRIZAP・RIZAPWOMAN各店でのみご利用いただけます。
店舗一覧はこちら ▼　https://www.rizap.jp/gym/

ボディメイクのプロ！ 専属トレーナーによる、
マンツーマントレーニング！
通常348,000円（入会金50,000円+コース298,000円）のコースが200,000ポイントで！

【優待特別】 RIZAPボディメイク
シェイプアッププログラム16回（1回50分）

1回50分のマンツーマントレーニングを週に2回、合計16回
ご利用いただけます。

ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話ください。
また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
お問い合わせ電話番号：0120-700-900 （受付時間 24時間可能／年中無休）
本券のネットオークションやフリマサイト、アプリ等での転売行為、第三者への譲渡、譲受は一切禁止とさせていただきます。ご本人様
以外からの利用のお申し出はお受けできかねますのでご了承ください。／本券は現金とのお引き替え、および他のクーポンとの交換は
できません。／他のクーポン、割引サービス、キャンペーンと併用することはできません。／継続コース、物販、リバウンド保険などその
他オプションやコースでのご利用はできません。／ご利用はお1人様最大1枚、1回限りとなります。／本券利用後の返品またはキャン
セルについて、金券の返還および返金はおこないません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられま
せん。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し当社は責任を負いません。／有効期限を過ぎたご優
待券は使用できませんので、ご注意ください。
有効期間：2021年8月31日

本券はRIZAP GOLF各店舗でご利用いただけます。
店舗一覧はこちら▼
https://www.rizap-golf.jp/golfschool/

最新シミュレーション機器を完備したスタジオでのマンツーマンレッスン！
通常348,000円（入会金50,000円+コース298,000円）のコースが200,000ポイントで！

ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話くだ
さい。また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
お問い合わせ電話番号：0120-063-700 （受付時間 24時間可能／年中無休）
本券のネットオークションやフリマサイト、アプリ等での転売行為、第三者への譲
渡、譲受は一切禁止とさせていただきます。ご本人様以外からの利用のお申し出は
お受けできかねますのでご了承ください。／本券は現金とのお引き替え、および他
のクーポンとの交換はできません。／他のクーポン、割引サービス、キャンペーンと
併用することはできません。／継続コース、物販、その他オプションやコースでのご
利用はできません。／ご利用はお1人様最大1枚、1 回限りとなります。／本券利用
後の返品またはキャンセルについて、金券の返還および返金はおこないません。／
過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられません。／
領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅
失等に対し当社は責任を負いません。／有効期限を過ぎたご優
待券は使用できませんので、ご注意ください。
有効期間：2021年8月31日

HPはこちら

HPはこちら

商品番号

RZP9141 
カテゴリ

チケット200000 POINT

商品番号

RZG9092
カテゴリ

チケット200000 POINT

新規入会
100名限定

新規入会
100名限定
【優待特別】 RIZAP GOLF
レッスンプラン通常コース
16回（1回50分）
1回50分のマンツーマンレッスンを週に2回、合計16回
ご利用いただけます。

株主様限定！ 超お得な特別プランをご用意しました。

実質
43%
OFF!

実質
43%
OFF!
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完全パーソナル！
お子様の運動能力を向上させる！

一流料理人がマンツーマンで指導する
コミット型クッキングスクール。

女性らしいラインのカラダを手に入れて
キレイになりたい方に！

本券はRIZAP ENGLISH各店舗でご利用いただけます。
店舗一覧はこちら ▼  https://www.rizap-english.jp/schools/

本券のネットオークションやフ
リマサイト、アプリ等での転売
行為、第三者への譲渡、譲受
は一切禁止とさせていただき
ます。ご本人様以外からの利
用のお申し出はお受けできか
ねますのでご了承ください。
／本券は現金とのお引き替
え、および他のクーポンとの
交換はできません。／他の
クーポン、割引サービス、キャ
ンペーンと併用することはで
きません。／利用対象は入会
金のみとなります。※コース料
金、商品代金にはご使用でき
ません。／ご利用はお1人様1
入会に対し、1枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／ご利用はお1人様最大1
枚、1回限りとなります。／本券利用後の返品またはキャンセルについて、金券の返還および返金はおこな
いません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられませ
ん。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し当社は責
任を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意ください。
※ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話ください。
また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
お問い合わせ電話番号：0120-466-144 （受付時間 9：00～21：00／年中無休）
有効期間：2021年8月31日

英語でも結果にコミット。
効率的・継続的な学習をサポートします。

HPはこちら

RIZAP ENGLISH 入会金無料
英語学習も、RIZAP流に。専任トレーナーがマンツーマンで弱点の特定、カリキュラムの策定、日々
の学習サポートを実施。入会金50,000円が無料に！

商品番号

RZE1000
カテゴリ

チケット10000 POINT

本券はRIZAP KIDS店にてご利用いただけます。
店舗一覧はこちら ▼　https://www.rizap.jp/kids_lp04/

本券のネットオークションやフ
リマサイト、アプリ等での転売
行為、第三者への譲渡、譲受
は一切禁止とさせていただき
ます。ご本人様以外からの利
用のお申し出はお受けできか
ねますのでご了承ください。
／本券は現金とのお引き替
え、および他のクーポンとの
交換はできません。／他の
クーポン、割引サービス、キャ
ンペーンと併用することはで
きません。／利用対象は入会
金のみとなります。※コース料
金、商品代金にはご使用でき
ません。／ご利用はお1人様1
入会に対し、1枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／ご利用はお1人様最大1
枚、1回限りとなります。／本券利用後の返品またはキャンセルについて、金券の返還および返金はおこな
いません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられませ
ん。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し当社は責
任を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意ください。
※ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話ください。
また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
お問い合わせ電話番号：0120-297-427 （受付時間 9：00～21：00／年中無休）
有効期間：2021年8月31日 HPはこちら

RIZAP KIDS 入会金無料
プレ・ゴールデンエイジに最適なオリジナルメソッドを個人の年齢、運動能力に合わせてオーダー
メイド。マンツーマンで運動神経の発達を図ります。入会金50,000円が無料に！

商品番号

RKD1000
カテゴリ

チケット10000 POINT

本券は全国のRIZAP COOK店舗でご利用いただけます。 
店舗一覧はこちら ▼  https://rizap-cook.jp/lp/m03/

本券のネットオークションやフ
リマサイト、アプリ等での転売
行為、第三者への譲渡、譲受
は一切禁止とさせていただき
ます。ご本人様以外からの利
用のお申し出はお受けできか
ねますのでご了承ください。
／本券は現金とのお引き替
え、および他のクーポンとの
交換はできません。／他の
クーポン、割引サービス、キャ
ンペーンと併用することはで
きません。／利用対象は入会
金のみとなります。※コース料
金、商品代金にはご使用でき
ません。／ご利用はお1人様1
入会に対し、1枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／ご利用はお1人様最大1
枚、1回限りとなります。／本券利用後の返品またはキャンセルについて、金券の返還および返金はおこな
いません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられませ
ん。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し当社は責
任を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意ください。
※ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話ください。
また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
お問い合わせ電話番号：0120-941-776 （受付時間 9：00～21：00／年中無休）
有効期間：2021年8月31日 HPはこちら

RIZAP COOK 入会金無料
「たった2ヵ月で、一流料理人があなたの劇的な料理上達にコミット！」をコンセプトにした、完全オ
リジナルの料理教室です。入会金50,000円が無料に！

商品番号

RCO1000
カテゴリ

チケット10000 POINT

本券はQuolive新宿南口店にてご利用いただけます。
店舗一覧はこちら ▼　https://www.quolive.jp/

本券はQuoliveマンツーマン
にてご利用いただけます。／
本券はグループレッスンにはご
利用いただけません。／本券
のネットオークションやフリマ
サイト、アプリ等での転売行
為、第三者への譲渡、譲受は
一切禁止とさせていただきま
す。ご本人様以外からの利用
のお申し出はお受けできかね
ますのでご了承ください。／本
券は現金とのお引き替え、およ
び他のクーポンとの交換はで
きません。／他のクーポン、割
引サービス、キャンペーンと併
用することはできません。／利
用対象は入会金のみとなります。※コース料金、商品代金にはご使用できません。／ご利用はお1人様1入会に
対し、1枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／ご利用はお1人様最大1枚、1回限
りとなります。／本券利用後の返品またはキャンセルについて、金券の返還および返金はお
こないません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられま
せん。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し当社は責
任を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意ください。
※ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話ください。
また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
お問い合わせ電話番号：0120-990-679 （受付時間 9：00～21：00／年中無休）
有効期間：2021年8月31日

Quolive マンツーマンレッスン 入会金無料
RIZAPメソッドから生まれたダンスを取り入れたメソッドで、くびれ、ヒップもグラマラスに魅せる
カラダを目指します。マンツーマンレッスンの入会金50,000円が無料に！

商品番号

RZP9136
カテゴリ

チケット10000 POINT

HPはこちら

本券はEXPA各店舗にてご利用いただけます。
■EXPAは女性専用施設です。
店舗一覧はこちら ▼　https://expa-official.jp

RIZAPメソッドから生まれた
｢暗闇フィットネス｣

EXPA 入会金無料
入会金10,000円が無料に！

本券のネットオークションやフリマサイト、アプリ等での転売行為、第三者への譲
渡、譲受は一切禁止とさせていただきます。ご本人様以外からの利用のお申し出は
お受けできかねますのでご了承ください。／本券は現金とのお引き替え、および他
のクーポンとの交換はできません。／他のクーポン、割引サービス、キャンペーンと
併用することはできません。／利用対象は入会金のみです。※コース料金、ウェア、
水などは別途費用がかかります。／ご利用はお1人様1入会に対し、1枚限りとなり
ます。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／ご利用はお1人様最大1枚、
1回限りとなります。／本券利用後の返品またはキャンセルについて、金券の返還
および返金はおこないません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関
する返金には応じられません。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、
紛失または滅失等に対し当社は責任を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券
は使用できませんので、ご注意ください。
※ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話く
ださい。また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
お問い合わせ電話番号：0120-790-459 （受付時間 9：00～21：00／年中無休）
有効期間：2021年8月31日

HPはこちら

商品番号

EXP1000
カテゴリ

チケット10000 POINT

本券はLIPTY池袋店、六本木店にてご利用いただけます。
■LIPTYは女性専用施設です。
店舗一覧はこちら ▼　https://lipty.jp/

RIZAPメソッドから生まれた
｢ボディメイクホットヨガ」

LIPTY 入会金無料
入会金10,000円が無料に！

本券のネットオークションやフリマサイト、アプリ等での転売行為、第三者への譲
渡、譲受は一切禁止とさせていただきます。ご本人様以外からの利用のお申し出は
お受けできかねますのでご了承ください。／本券は現金とのお引き替え、および他
のクーポンとの交換はできません。／他のクーポン、割引サービス、キャンペーンと
併用することはできません。／利用対象は入会金のみです。※コース料金、ウェア、
水などは別途費用がかかります。／ご利用はお1人様1入会に対し、1枚限りとなり
ます。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／ご利用はお1人様最大1枚、
1回限りとなります。／本券利用後の返品またはキャンセルについて、金券の返還
および返金はおこないません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関
する返金には応じられません。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、
紛失または滅失等に対し当社は責任を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券
は使用できませんので、ご注意ください。
※ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記WEBサイトでご確認くだ
さい。 https://lipty.jp/
有効期間：2021年8月31日

HPはこちら

商品番号

LPT1000
カテゴリ

チケット10000 POINT
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三種のウコン伝説

商品番号

JGS2707
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

毎日の健康と飲んだ
翌日のあなたのために
三種類のウコンを配合
クルクミンが豊富な秋ウコンを中心に、 
さまざまな健康の源の春ウコン・紫ウコ
ンを バランスよく配合しました。

内容量：1粒の重量270mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：亜鉛）
原材料：乳糖（ドイツ製造）、秋ウコン、難消化
性デキストリン、春ウコン、紫ウコン、亜鉛酵母
他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

商品番号

JGS2933
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

３大美容成分配合で
つるぷるチャージ！

商品番号

JGS2934
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

アミノ酸18種配合！
アミノ酸の不足が気になる方に。BCAAを
はじめとする必須アミノ酸９種と、アミノ酸
９種を配合。健康なカラダづくり、ダイエッ
トや毎日の健康をサポートします。水なし
OK！ おいしいラズベリー味。

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：ぶどう糖、粉糖、ラズベリー果汁パウダ
ー／ソルビトール、Lーロイシン、Lーリジン塩
酸塩、香料他
※詳細はWEBサイトをご確認ください。

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

商品番号

JGS2709
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

毎日の必要な栄養素、
足りていますか？
厳選した14種類の野菜と16種類の果
実、さらに139種の酵素（植物発酵エキ
ス）を配合で、健康・美容・ダイエットをサ
ポートします。食生活が偏りがちな方、健
康を心がけたい方へオススメのサプリメン
トです。

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：鉄・銅・ビタミンB1・ビタミン
B2・ビタミンB6・ビタミンD）
原材料：デキストリン（国内製造）、麦芽糖、乳
糖、難消化性デキストリン、野菜混合粉末、植
物発酵エキス、果汁混合粉末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

満足野菜＋充実果実 酵素MIX

商品番号

JGS2906
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

手軽にいつでも
水素を補給！
サンゴカルシウム、水素吸蔵サンゴ末、
アクアミネラル、海洋深層ミネラル水パ
ウダー配合。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：デキストリン、麦芽糖、難消化性デキ
ストリン、サンゴカルシウム、乳糖、結晶セル
ロース、水素吸蔵サンゴ末、海藻粉末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

水素チャージプラス

ファイヤースリム

商品番号

JGS2941
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

健康的なダイエットに
本気で取り組みたい方へ
食事をエネルギーに変えるサポートをす
る3つの人気成分α-リポ酸・L-カルニチ
ン・コエンザイムQ10配合のサプリメン
トです。さらに、トウガラシ・シトラス・カテ
キン・コレウスフォルスコリ配合で、健康
的なダイエットを目指す方を応援します。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：デキストリン（国内製造）、麦芽糖、難
消化性デキストリン、L-カルニチン酒石酸
塩、α-リポ酸、シトラス抽出物他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

いきいきハトムギエキス

商品番号

JGS2945
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

いつまでも美しく、
健康的に！
ハトムギ末・ハトムギエキス配合。美容の
コンディションにも期待されている成分
です。飲むことで、塗るだけでは補えな
いハトムギのパワーでカラダの中からサ
ポート。

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンE）
原材料：デキストリン、麦芽糖、ぶどう糖、乳
糖、ハトムギ末、難消化性デキストリン、ハトム
ギエキス／結晶セルロース、ビタミンE他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

おいしいおてがるサプリ ブルーベリー×ルテイン

おいしいおてがるサプリ コラーゲン×ヒアルロン酸

おいしいおてがるサプリ アミノ酸

商品番号

JGS2966
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

1日の疲れにアタック！

内容量：1粒の重量250mg×120粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンA）
原材料：ぶどう糖、粉糖、ブルーベリージュー
スパウダー（デキストリン、ブルーベリー濃縮
果汁）／ソルビトール、香料他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ビタミンA 1000IU配合。スマホやパソコ
ンをよく見る方へ。水なしOK！ 噛んでおい
しいチュアブルタイプのサプリメントです。
おいしいブルーベリー味。

内容量：1粒の重量250mg×180粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンB2・ビタミンC）
原材料：ぶどう糖、粉糖、コラーゲンペプチド
（豚由来）、ピーチジュースパウダー、豚プラ
センタエキス末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

３大美容成分の、プラセンタ・ヒアルロン
酸・コラーゲン配合で、美容と健康をサ
ポートします。水なしOK！ おいしいピー
チ味。

ノコギリヤシ+カボチャ種子

商品番号

JGS2942
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

中高年のすっきり
爽快な毎日のために！
「夜中に何度も・・・」という中高年の方へ
のサプリメントです。夜中に起き出す回
数が気になる方、日中外出先でソワソワ
してしまう方、健康を心がける方へおす
すめです。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンE）
原材料：デキストリン（国内製造）、麦芽糖、
難消化性デキストリン、乳糖、ノコギリヤシ種
子エキス末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

きらきらルテイン＆いきいきビルベリー

商品番号

JGS2710
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

パソコンをよく使う、
活字をよく見る方へ！
マリーゴールド色素成分のカロテノイドの一
種であるルテインと、ポリフェノールの仲間
アントシアニンが多く含まれるビルベリー配
合で、クリアな生活習慣をサポート。パソコ
ンをよく使う方におすすめです。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンA）
原材料：麦芽糖（国内製造）、デキストリン、乳
糖、難消化性デキストリン、ブルーベリージュー
スパウダー他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

おいしいおてがるサプリ 鉄×葉酸

商品番号

JGS2967
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

ママと私の栄養プラス！

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：鉄・葉酸）
原材料：ぶどう糖、粉糖、果汁粉末（デキストリ
ン、マスカット濃縮果汁）、酵母粉末（マンガ
ン、モリブデン、セレン、ヨウ素、クロム）／ソ
ルビトール他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

1日分の鉄10mg、ホウレンソウ6株分
の葉酸200μg配合。鉄や葉酸の不足が
気になる方に。水なしOK！ おいしいマス
カット味。

プレミアム酵素青汁粒DX

商品番号

JGS2979
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

青汁が苦手な人でも
一粒にギュッと濃縮！
2019年モンドセレクション金賞受賞！
『ケール』『大麦若葉』『ゴーヤ』の3大青
汁に酵素を配合。1粒に139種の植物発
酵エキスが濃縮されているので、たくさ
んの栄養素を1粒で補うことが出来ます。

内容量：1粒の重量270mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：鉄・銅・亜鉛・ビタミンB1・葉
酸）
原材料：大麦若葉、デキストリン、ぶどう糖、
難消化性デキストリン、乳糖、植物発酵エキ
ス他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。
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ベジタブルファイバー

商品番号

JGS2980
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

料理や飲み物に入れても
味はそのまま！ カラダ快調！
料理や飲み物に混ぜる食物繊維。生で
はなかなか食べることの出来ないレタ
スを1箱に約24個分、野菜不足の毎日
を手軽にサポート。外出先でも食物繊
維を簡単に補える、持ち運びに便利な
個包装です。

内容量：3g×20包
サイズ：W120×H145×D65mm
形状：粉末
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：難消化性デキストリン（フランス産）

どろあわわ ソフトタッチシート

商品番号

KCP3095
カテゴリ

美容・スキンケア2000 POINT

洗顔後の肌を摩擦ダメージから
しっかり守る。

内容量：30枚入り（シート
サイズ：200×270mm）
生産国：日本

もっちりとした弾力泡で肌をこすら
ないよう洗顔しても、洗顔後にタオ
ルで拭くときにこすってしまっては意
味がありません。タオルの代わりに
「ソフトタッチシート」を使うことで、
洗顔後の肌をやさしく包み込みなが
ら水分を吸い取ることができます。

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

すっぽんwithコラーゲン

商品番号

JGS2982
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

〈すっぽん〉〈コラーゲン〉で
つるつる！ ぷるぷる！
栄養の宝庫〈すっぽん〉と、美容素材とし
て人気の〈コラーゲン〉を配合したサプリ
メントです。また、必須アミノ酸9種を含む
18種のアミノ酸をはじめ、ヒアルロン酸・
ローヤルゼリー・麹酵素・タピオカ澱粉を
配合し、1日3粒でバランスよく手軽に美
容と健康をサポートします。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：麦芽糖（国内製造）、ぶどう糖、澱粉
分解物、タピオカ澱粉他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ヒアルロン酸＆コラーゲンエッセンス

商品番号

JGS2981
カテゴリ

ライフサポート2000 POINT

料理や飲み物に混ぜるだけで
ヒアルロン酸＆コラーゲンを
手軽にプラス！
ヒアルロン酸＆コラーゲンを一度に補え
るサプリメントです。美容・健康をサポー
トし、女性だけでなく老若男女問わず手
軽にご利用いただける商品です。にお
いの少ない溶けやすい粉末タイプ。持ち
運びに便利な個包装です。

内容量：3g×24包
サイズ：W120×H145×D65mm
形状：粉末
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：乳糖（アメリカ産）、コラーゲンペプチ
ド（豚由来）、ヒアルロン酸、（一部に乳成分・
ゼラチンを含む）
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

どろあわわ バイオセルロースマスク

商品番号

KCP3106
カテゴリ

美容・スキンケア3000 POINT

一度でうるおい実感！
新素材マスク登場。
非常に細い繊維でできているバイオセ
ルロースマスクは、繊維の隙間にたっぷ
りの水分を抱え込みます。肌に密着する
ので、美容成分を肌のすみずみ※1まで
届け、乾燥やキメの悩みに速攻アプ
ローチします。
※1 角質層まで

内容量：1枚入り（30mL）
生産国：日本

元源黒酢

商品番号

KCP3059
カテゴリ

ライフサポート3000 POINT

美と健康、元気の源は
黒酢パワーから！
国産の玄米黒酢をはじめ、元気の活力
の源といわれる厳選素材7種を、1粒に
ギュッと凝縮。毎日手軽に元気をプラス
できるこだわりのサプリメントです。

内容量：42g [1球：重量450mg（内容
物300mg）×93粒]（約1ヵ月分）
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料名：サフラワー油(国内製造)、黒
酢粉末、発酵黒にんにく粉末、発酵黒た
まねぎ粉末、しょうが粉末、春ウコン粉
末、オタネニンジン粉末、酒粕二次発酵
エキス/ゼラチン、グリセリン、ミツロ
ウ、グリセリン脂肪酸エステル
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ヒト幹細胞美容液 30ml

商品番号

JGS2977
カテゴリ

美容・スキンケア4000 POINT

悩みの根本にアプローチする美容液
ヒト幹細胞・EGF・FGF、3種のエイジン
グケア成分を1本に凝縮。

内容量：1本30ml
生産国：日本
成分：水、ＢＧ、グリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養
液エキス、ヒトオリゴペプチド-1、ヒトオリゴペプ
チド-13、プラセンタエキス、ヒアルロン酸Na、
水溶性プロテオグリカン他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

くろあわわ洗顔 110g

商品番号

KCP3089
カテゴリ

美容・スキンケア4000 POINT

どろあわわサッパリタイプ。
頑固な汚れやざらつきに。
米と発酵の力でお肌をほぐして※1汚れが落
ちやすい環境を作りながら泥と炭でゴッソ
リ吸着。マンナン粒がザラツキもOFF。
※1 お肌をやわらかくすること。

内容量：110g（約30回分）
生産国：日本
無香料、無着色、無鉱物油、石油系界面
活性剤不使用
※泡立てネットは付きません
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

どろあわわホットクレイジェル

商品番号

KCP3093
カテゴリ

美容・スキンケア4000 POINT

毛穴の汚れもザラつきも
ごっそり落とす! つるんとなめらか肌。
優しくしっかりOFFする
洗い流し用マッサージジェルです
肌になじませるとほんのり温かくなり、毛穴汚れを
落としやすい肌環境へ。洗顔後に使うことで、毛
穴汚れやザラつきをごっそり落として、毛穴ふっく
ら、つるんとなめらかな肌を手に入れましょう。

容量：60ｇ
生産国：日本
無香料、無着色、無鉱物油、石油系界面
活性剤不使用

どろあわわ洗顔 110g

商品番号

KCP3040
カテゴリ

美容・スキンケア4000 POINT

ほぐし洗顔で素肌が変わる！
しっかり落としてしっとり保湿。
米と発酵の力でお肌をほぐして※1汚れが落
ちやすい環境を作りながら３種の泥で吸着。
※1 お肌をやわらかくすること。

内容量：110g（約30回分）
生産国：日本
無香料、無着色、無鉱物油、石油系界面活
性剤不使用
※泡立てネット
は付きません。
※詳細はWEB
サイトをご覧く
ださい。 

※写真はイメージです。
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VCモイストフェイスマスク32P

商品番号

JGS2973
カテゴリ

美容・スキンケア5000 POINT

毎日のくすみケアができる
2種類のビタミンC配合マスク
乾燥・紫外線によるシミ・汗や皮脂に
よるテカリ！ 夏の3大悩みに、ビタミン
Cの美容成分で潤いチャージ！ お肌に
ぴったり貼りつく植物生まれのシート
マスク。

内容量：32枚入
生産国：日本
成分：水、グリセリン、BG、DPG、リン酸
アスコルビルMg、パルミチン酸アスコル
ビルリン酸3Na、グリチルリチン酸2K、
セイヨウトチノキ種子エキス他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ローリングベア

商品番号

JGS2975
カテゴリ

美容・スキンケア5000 POINT

転がすだけで
ビューティーフェイス
ゲットの美顔ローラー
冷蔵庫で冷やしたローラーで毛穴も
キュッと引き締め！ 朝のメイク前・TV見
ながら・寝る前の小顔マッサージに！

内容量：本体×１
生産国：中国

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

ナチュラルハトムギマスク42

商品番号

JGS2971
カテゴリ

美容・スキンケア5000 POINT

お肌のキメを整えて上質な潤いを与えるハトムギマスク
大人気ハトムギエキスに保水力に優れたセラミド配合。
肌荒れを防ぎキメの整ったぷるぷる肌に仕上げます。

内容量：42枚入
生産国：日本
成分：水、BG、グリセリン、ハトムギ種子エキス、
サッカロミセス/オオムギ種子発酵エキス他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ナチュラルコメマスク42

商品番号

JGS2972
カテゴリ

美容・スキンケア5000 POINT

お米エキスで透明感あふれる素肌へ導く潤いマスク
保湿効果に優れたお米エキスに3種類のプラセンタ
を配合。透明感のあるなめらかな素肌へ整えます。

内容量：42枚入
生産国：日本
成分：水、BG、グリセリン、プラセンタエキス、
サッカロミセス/（黒砂糖/プラセンタエキス）
発酵液他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

炭ドロン生炭洗顔

商品番号

JGS2976
カテゴリ

美容・スキンケア6000 POINT

炭と生プラセンタ&生コラーゲンを
贅沢配合した洗顔料
吸着成分の炭が、毛穴汚れをすっきり除去。
生プラセンタと生コラーゲンがもちっと潤っ
た素肌に洗い上げます。

内容量：120g
生産国：日本
香り：ローズマリーの香り
成分：水、グリセリン、ラウリン酸、ミリスチン酸、
水酸化K、パルミチン酸、ジステアリン酸グリコー
ル、ローズマリー葉油、プラセンタエキス、炭、オ
リーブ果実油他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ポワントフェイスマスク32P

商品番号

JGS2974
カテゴリ

美容・スキンケア5000 POINT

毛穴に悩める女性のために生まれた
毛穴ケア用ひきしめマスク
スベスベなめらかなクリア肌をつく
るのに大切な「お肌のひきしめケ
ア」「潤いケア」「キメを整えるケ
ア」の3つをコンプリートできるス
ペシャルケアマスクです。

内容量：32枚入
生産国：日本
成分：水、BG、グリセリン、アーチチョ
ーク葉エキス、ハマメリス葉エキス、セ
イヨウハッカ葉エキス、サトザクラ花
エキス、リンゴ酸、アセチルヒアルロン
酸Na他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

エテルノ 発酵プラセンタ美容液マスク

商品番号

JGS2953
カテゴリ

美容・スキンケア6000 POINT

高級成分を１枚に！
スペシャルケアマスク
有用性の高い発酵プラセンタエキスを配
合したフェイスマスク。肌トラブルが気に
なる時のスペシャルケアに！

内容量：1箱7枚入り（1枚ずつ個包装）
生産国：日本
成分：水、BG、グリセリン、DPG、サッ
カロミセス／（黒砂糖／プラセンタエ
キス）発酵液、サイタイエキス、カプリ
リルグリコール、エタノール他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ひとてまい

商品番号

KCP3058
カテゴリ

ライフサポート4000 POINT

スプーン一杯で栄養満点！
料理や飲み物にサッと一杯入れるだけ！
スプーン一杯に『ビタミンE』『ビタミンB1』
『ビタミンB6』『カルシウム』『食物繊維』
『中鎖脂肪酸』など、元気な毎日を過ごすた
めの栄養素をギュッと詰め込みました。

内容量：100g（専用スプーン約30杯分）
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンE）
原材料名：食物繊維（ポリデキストロース）（米
国製造）、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含
む）、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、オリゴ糖、海
洋深層水ミネラル
粉末／トレハロー
ス、ビタミンE、乳酸
カルシウム、ヒアル
ロン酸、ビタミン
B1、ビタミンB6
※詳細はWEBサイ
トをご覧ください。

どろあわわ モイストスペシャルワン

商品番号

KCP3094
カテゴリ

美容・スキンケア6000 POINT

これ1本で潤いスキンケア!
オールインワンの美容保湿ジェル
肌を柔らかくほぐし※１、角質層の奥まで届
く低分子保湿成分と肌表面を潤す高分子
保湿成分で、隅々までしっかり潤します。
※1 お肌をやわらかくすること。

内容量：130ｇ（約2か月分）
生産国：日本
無香料、無着色、無鉱物油、石油系界面活性剤不使用
（香りは精油とフルーツエキスによるものです）
※詳細はＷＥＢサイトをご覧ください。

商品番号

KCP3102
カテゴリ

美容・スキンケア6000 POINT

有効成分「プラセンタ」「グリチルリチン
酸ジカリウム」「ビタミンE誘導体」の
トリプル成分で、透明うるおい肌を導く
薬用美白ジェル。
気になるシミ※1の元をケアするのは
もちろん、14種の植物クリア成分や
うるおい成分も贅沢に配合して保湿
ケアも抜かりなし。肌の表面から角
質層の奥深くまでしっかり浸透して、
明るく輝く素肌に導きます。
*1 紫外線によるメラニンの生成を抑え、
シミ・そばかすを防ぐ

内容量：80g
生産国：日本
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

エステナード
パーフェクトホワイトジェル

エステナード
パーフェクトリフトジェル

商品番号

KCP3049
カテゴリ

美容・スキンケア6000 POINT

ハリを実感！
オールインワンジェルで叶える
集中保湿ケア！
集中型浸透ペプチドを含む全45種類の美
容液成分が、肌のすみずみへ行き渡り、潤
い溢れる弾むような肌に導く1本6役のオ
ールインワンジェルです。

内容量：80g
生産国：日本
成分：コラーゲン・ヒアルロン
酸、エラスチン／パラベンフリ
ー、アルコールフリー、合成香
料不使用、無着色、無鉱物油
※詳細はWEBサイトをご覧く
ださい。

商品番号

KCP3051
カテゴリ

美容・スキンケア7000 POINT

年齢サインにアプローチ！
透明感のある美肌へと導く
美白ジェル。

内容量：70g
生産国：日本
成分：水溶性プラセンタエキス、グリ
チルリチン酸ジカリウム／無着色、無
香料、無鉱物油
※本商品はお顔用です。
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

メラニンの生成を抑える美白有効成分プラセンタや、
コラーゲン、ヒアルロン酸を贅沢に配合。美白、ハリ、
保湿と年齢肌に必要なケアがこれ1本で。

エステナード
薬用ホワイトジェル
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BH ピュア

商品番号

JGS2968
カテゴリ

美容・スキンケア13000 POINT

特に気になる
ムダ毛ケアの切り札
固いムダ毛やヒゲなどをピンポイントケ
ア！ 植物由来のムダ毛ケア成分「フィリ
ニーブ」が高濃度5%配合。

内容量：1本50mL
生産国：日本
成分：水、BG、DPG、PG、グリセリン他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

エステナード LIFTY

商品番号

KCP3048
カテゴリ

美容・スキンケア29000 POINT

EMSで表情筋エクササイズ！
ハリ対策を叶えるエステ級美容。
「EMS」［RF」「イオン」の3つの機能を搭
載した最新美顔器。表情筋の細部にアプロ
ーチし、肌をじんわりと温め、角質層の奥に
美容液成分を届けます。

サイズ：約W68×D58×H154mm
重量：132g
本体：ION電極＝ABS樹脂、RF・EMS電
極＝SUS
付属品：電源アダプター、巾着、クロス
生産国：中国（設計・検品：日本）
※エステナードパーフ
ェクトホワイトジェル
（別売）またはエステ
ナードパーフェクトリ
フトジェル（別売）と一
緒にご使用ください。
※詳細はWEBサイト
をご覧ください。

商品番号

KCP3107
カテゴリ

美容・スキンケア10000 POINT

毛穴の汚れするん♪
どろあわわ1個とホットクレイ
ジェル2本の毛穴ケアに特化し
たセットです。

内容量：どろあわわ洗顔
（110g）×1個 / ホット
クレイジェル（60g）×
2個
生産国：日本
※泡立てネットは付きま
せん。
※詳細はWEBサイトを
ご覧ください。

毛穴大清掃セット

ベビーヘアー プレミアムストロング モイスト

商品番号

JGS2921
カテゴリ

美容・スキンケア11000 POINT

もうムダ毛に悩まない！
自宅で簡単ケア

内容量：1本120mL
生産国：日本
成分：水、グリセリン、BG、ペンチレングリコ
ール、カルボマー、アラントイン、グリチルリ
チン酸2K、水酸化K、パルマチン他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

毎日のケアでツルすべ肌を実感！ ワキ・
背中・顔・Vゾーン・足・手など全身OK。
保湿成分もたっぷり配合♪

BONIC pro（ボニック プロ）

商品番号

KCP3052
カテゴリ

美容・スキンケア19000 POINT

一台で三役。
本格ボディケア

サイズ：約W90mm×D95mm×H115mm
重量：［本体］約300g
セット内容：本体、充電台、アダプター、取扱
説明書（保証書）
生産国：日本
※本品はボディ用です。
※BONICプレミアムリフトジェルと一緒にお
使いください。
※専用ジェル（BONICプレミアムリフトジェ
ル）は別売りです。
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

プロのエステティシャン監修のもと、高級
エステサロンで採用されている「RF」
「キャビテーション」「EMS」を搭載！

エステナード
スムースアイクリーム

商品番号

KCP3105
カテゴリ

美容・スキンケア7000 POINT

1個で目もとぷるんっ♪
目元ふっくら、エイジレス※1な肌
に。乾燥や年齢サインが気になる
目元を、しっとりケアするジェル
状クリームです。ベタつかず伸び
がいいので顔全体にも。
※1 年齢を感じさせない

内容量：30g
生産国：日本

商品番号

KCP3101
カテゴリ

美容・スキンケア8000 POINT

ポカポカきゅっ！
温感肌引き締めジェル
美容機器「ボニックプロ」と一緒に！ マッサー
ジジェル。ふわっと香る♪フレグランスジェ
ル。フレッシュベリーの香り。

内容量：300g
生産国：日本
※成分詳細はWEBサイトをご覧ください。

ボニック スキニーホットジェル

商品番号

KCP3053
カテゴリ

美容・スキンケア8000 POINT

お肌を引き締める
ボディ用マッサージジェル
「ハリ感」「肌引き締め」「肌弾力」「高保湿」
「心地よさ」にこだわりました。ふわっと香
る、ジャスミンとすずらん、洋梨の香り。もう、
「隠す努力」は卒業。「魅せるボディ」をつく
りましょう！

内容量：300g
生産国：日本
※成分詳細はWEBサイトをご覧ください。

ボニック プレミアムリフトジェル

エステナードソニック ローズ

商品番号

KCP3050
カテゴリ

美容・スキンケア29000 POINT

毎日のお手入れで
角質層までうるおいチャージ！
いつものスキンケアをさらに浸透。
※手塗りとの比較

毎秒最大800万回の超音波振動でお肌を優しくトリート
メント。さらにイオンの力で美容液成分をお肌の角質層の
隅々に届け、うるおいと透明感あふれる肌へと導きます。

サイズ：約180×46×46mm
重量：約145g
材質：［本体］ABS樹脂
付属品：コットンリング、単三乾電池4本、ACアダプター
生産国：中国またはマレーシア
※薬用ホワイトジェルと一緒にお使いください。
※専用ジェル（薬用ホワイトジェル）は別売りです。
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIFTY＋専用ジェル6本セット

商品番号

KCP3097
カテゴリ

美容・スキンケア59000 POINT

お得な表情筋エクササイズセット！！
EMSで表情筋エクササイズ！ ハリ対策を叶えるエ
ステ級美容機器のエステナードLIFTYと専用ジェ
ルが6本もついたとてもお得なセットです。

サイズ：約W68×D58×H154mm
重量：132g
本体：［ION電極］ABS樹脂、［RF・EMS電極］SUS
付属品：電源アダプター、巾着、クロス
LIFTY×1/エステナードパーフェクトリフトジェル（内容量：80g）×6本
生産国：［機器］中国 ［ジェル］日本
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

ROSE＋専用ジェル6本セット

商品番号

KCP3103
カテゴリ

美容・スキンケア64000 POINT

お得な美顔器セット！！
毎秒最大800万回の超音波振動でお肌を優しくト
リートメント。さらにイオンの力で美容液成分をお
肌の角質層の隅々に届け、うるおいと透明感あふ
れる肌へと導きます。お得なジェル6本セット！！

サイズ：約180×46×46mm
重量：［本体］約145g
ROSE×1/エステナード薬用ホワイトジェル（70g）×6
生産国：［機器］中国またはマレーシア ［ジェル］日本
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

BONIC Pro＋専用ジェル12本セット

商品番号

KCP3099
カテゴリ

美容・スキンケア95000 POINT

お得なボディケアセット！！
プロのエステティシャン監修のもと、高級エステサ
ロンで採用されている「RF」「キャビテーション」
「EMS」を搭載！！ 専用のジェルも12本付いてくる！

サイズ：約W90×D95×H115mm
重量：［本体］約300g
BONIC Pro×1/ボニックプレミアムリフトジェル（内容
量：300g）×12本
生産国：［機器］中国 ［ジェル］日本
※本商品はボディ用です。
※詳細はWEBサイトをご覧ください。


