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カスマラ　EPクリーム
-アイ コントゥア-　

Eye Contour
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商　品　名 ： アイ コントゥア
　　　　　　（カスマラ EPクリーム)
容　  　量  ： 15ml
定　　  価  ： 8,030円（税込）
サ ロ ン価 ： お問合せください。
原  産  国 ： スペイン

使用方法
◉洗顔後、化粧水、乳液で肌を整  えた後、適量（プッシュ1回)
  を指に取りご使用ください。
◉まぶたと目の周りのお肌に直接塗布します。  塗布したあと指
  先で優しくなじませます。
  指先（薬指）を使い、軽くたたくと吸収が良くなります。
◉◉必要な回数だけ塗布してください。

あなたの目元、目周りを
すっきりと印象的に導きます。

♦ はっきりとした目の輪郭へ
♦ シワの和らいだふっくらした目周りへ
♦ 引き締まった目周りと目袋へ
♦ クマを改善し明るい涙袋へ

★ 集中的な目の輪郭の修復をうながす。
★ ボトックス作用でシワを和らげます。
★ 塗布した領域のハリと弾力を促します。
★ アイバック（目袋）にアプローチします。
★ 涙袋やクマのムレを軽減します。

Eye Contour -アイ コントゥア-　
の引き起こすアクションは

フランスで特許製法によ
りつくられたシロバナ
ルーピン種皮に含まれる
ルベオールを主要とする
成分。コラーゲン生成と
形成強化による合成を促
進。高品質なコラーゲン進。高品質なコラーゲン
の量と質の両方を改善し
ます。

肌の細胞寿命が延長する
ことが知られているタン
パク質(サーチュイン)を
含み、肌を環境刺激から
守り、長期的に皮膚の修
正と保護を促します。

植物から抽出した成分で
表情による反復運動を抑
制し額や目の輪郭の筋肉
の収縮を抑え、シワの緩
和することから「塗るボ
トックス」と呼ばれてい
ます。ます。

血行改善、リンパの排出
を促します。目の下にた
まった水分を解消し糖化
を予防。ｺﾗーｹ゙ﾝの変質を
抑えることで目の周りの
組織の硬さと弾力に総合
的に働きかけます。的に働きかけます。

30代から減少する皮脂を
補うパルミトレイン酸(若
さの脂肪酸とよばれてい
る)と、オレイン酸を豊富
に含み、浸透性が高く消
えるオイルとも呼ばれ、
皮膚細胞の再生修復に関皮膚細胞の再生修復に関
与します。

マカデミア種子
エキス

EYESERYL
アイセリル

（アセチルテトラペプチド-5)

ARGIRELINE
アルジルリン

（アセチルヘキサペプチド-8)

ORSIRTINE
オリシルチン
（コメエキス）

COLLAGENEER
コラゲニア

（シロバナルーピン種子）

むくみ排出
糖化予防

潤いを与える
水分を皮脂の補充

ボトックスを受けた
ようなハリと弾力感

肌細胞寿命
の延長

高品質なコラーゲンの
生成と合成促進

選び抜かれた注目成分をカスマラオリジナル配合することで
目もと、目周りへのアクションを引き起こします。

あなたの指であなたの目元を印象的に

CASMARA研究所が目もと、目周りのために選び抜いた成分を配合した目もと専用クリーム。

「顔の老化」自他ともに印象を決定づける最も重要なパーツは
“目もと”と言われています。

世界が注目するカスマラ　アイコントゥア



-テンスリフト-
カスマラ　ネックリフトクリーム

Tense-Li

ネックラインは
再構築を始める。
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簡単マッサージ
メソッドの動画
はコチラ↓

品　　名：カスマラ テンスリフト
　　　　 （カスマラ ネック リフトクリーム)
容　　量：100ml
定　　価：7,700円（税込）
サロン価：お問合せください
原 産 国：スペイン
使用方法：朝晩2回、清潔な肌に適量ご使用ください。使用方法：朝晩2回、清潔な肌に適量ご使用ください。
　           簡単マッサージメソッドもおすすめです。

　　  ヒマワリ種子ロウ　
　　 ホホバエステル
　　 フサアカシア花ロウ　
　 ポリグリセリン-3（混合）
皮膚形成力とベタつきの無い感触を持つ
100％植物由来ワックス。親油性、酸化安
定性が高く水溶性成分の添加を補助。優定性が高く水溶性成分の添加を補助。優
れた保湿力と皮膚のキメ改善を促します。

         ホホバ種子エキス
ホホバの種子由来の成分。角質層中の水分の蒸
発を防ぐ働きがありビタミンEによる抗酸化
作用とビタミンAによる抗炎症作用と紫外線の
ダメージを防ぐ肌を優れた安定性に導きます。

　　     アセチルグルタミン
アミノ酸の1種のグルタミンからつくられた肌
内部に働きかける成分です。コラーゲンとヒア
ルロン酸の生成を高め、肌のバリア機能向上や
保湿、ターンオーバーの正常化に導きます。

　  マカデミア種子エキス
30代から減少する皮脂を補うパルミトレ
イン酸(若さの脂肪酸とよばれている)と、
オレイン酸を豊富に含み、浸透性が高く
消えるオイルとも
呼ばれ、皮膚の細
胞の再生・修復に胞の再生・修復に
関与します。

     アニゴザントスフラビデュス
                 エキス
          (カンガルーポー)
　        注目成分!!
オーストラリア原産のカンガルーポー（カン
ガルーの足）という花から抽出された花蜜エ
キス。肌内のコラーゲンとエラスチンの構造キス。肌内のコラーゲンとエラスチンの構造
タンパク質の増加や接着の調節
に働きかけ、シワの数、長さや
深さにアプローチし皮膚の構造
と堅さの改善を促します。

首、デコルテに現れるエイジングサ
イン(しわ、たるみ、シミ）を瞬時
にぼかし、シャープな引き締めと均
一した肌の色に導く専用のトリート
メント＆予防クリームです。

皮膚深部の緩み、シワ数、

長さへの働きかけ

24時間水分保持促進で

シワの溝をふっくらと

肌密度、皮膚構築、

シミ予防作用で若々しく

強力な引き締め作用から

のシャープなＹラインへ

着目した弾力と潤いへ徹底アプローチするためにカスマラ独自の技術により
成分を組み合わせることで生まれたのが4つのカスマラオリジナル作用です。

1つは弾力が作られやすい肌内部の環境

1つは最適な水分保持

CASMARA研究所は
首周辺の、お顔とは違う皮膚構造により現れるたるみ、しわに対して

必要なポイントは2つと考えました。

世界が注目するカスマラ　テンスリフト



Mediplorer CO   GEL MASK2



●内 容 量 : 1剤ジェル×12、2剤パウダー×12
※カップ・スパチュラなし
※価格は お問い合わせください

メディプローラーCO  ジェルマスク(12回分) 2 

20年以上愛され続ける、元祖炭酸パック「メディプローラーCO2ジェルマスク」。
連続使用による集中ケアで、内側から輝くようなハリ肌をぜひご体感ください。 

臨床の現場で偶然発見された、炭酸の持つ高い美容効果。この炭酸のパワーを効率よく肌に届けることを目指して生まれたのが
メディプローラーCO2ジェルマスクです。1997年の誕生以来、サロンやクリニックなど美容のプロフェッショナルを中心に愛され
続けてきました。スペシャルケアのイメージが強い炭酸パックですが、スタート時のみ1週間の連続使用を推奨しています。その
理由は、連続使用することでターンオーバーサイクルが整い、自肌力がアップするためです。 

炭酸パックのパイオニアブランド「メディプローラー」

Mediplorer CO  GEL MASK2

●内 容 量 : 1剤ジェル750g、2剤パウダー×30
※カップ・スパチュラ付
※価格は お問い合わせください

メディプローラーCO  ジェルマスク2 業務用(30回分)

●内 容 量 : 1剤ジェル×6、2剤パウダー×6
※カップ・スパチュラ付
※価格は お問い合わせください

美容クリニックやエステサロンでの施術用に開発されたプロユースの炭酸パックです。
粘度が高く高濃度の炭酸を封じ込めており、より高いパフォーマンスを発揮することが
可能です。

高い粘度で高濃度炭酸を保有 

The facial care mask of perfection

It’s been 20 years since I was loved

Made in JapanLine up

株式会社 アグレックス

( 本　　　社 )

( 大   阪   支   社 )

詳細はコチラ

メディプローラーCO  ジェルマスク(6回分)2 

www.aglex.co.jp

レスベラトロール
ポリフェノールの一種で、
若々しく健やかな肌へ導く
多機能なスキンケア成分です。

アセチルヒドロキシプロリン
スキンケア効果に秀でた
アミノ酸誘導体。弾むような
ハリと艶をもたらします。

ビタミン E
肌のバリア機能をサポート
する働きがあり、本来の
健やかな肌へと導きます。

フコイダン
天然のもずくより抽出した、
優れた保湿性を有する
保湿成分です。

セラミドコンプレックス
肌の保護効果に優れた成分。
ふっくらとした潤いに満ちた

肌へと導きます。

アセチルグルコサミン
天然アミノ酸の一種であり、
肌に潤いとハリを与え、

内側からしなやかに整えます。



It provides vital nourishment, moisturizing and replenishing for your skin.

It contains L-ascorbic (vitamin C) that provides your skin anti-free radical and becomes more lightening.

It contains a rich complex of hydrolyzed collagen that help your skin to look visibly younger.

The special Gamma Natto Gum Hydrogel formula is the most powerful hydrating agent ever.

It moisturizes the layer of the skin by increasing the skin’s natural moisturizing factor.

It helps effective ingredients to penetrate into deep layer.

SENSOL Micro-Gel Facial Mask 

MADE IN ITALY

Siamo
   bel l i !Innamoriamoci !



肌にピタッと密着する潤いたっぷりのジェルシートマスク

天然保湿因子(NMF)の増加を助けるr-PGAを主成分とし、
その他にもヒアルロン酸、アスコルピン酸などお肌が喜ぶ有効成分をたっぷりと配合。

これまでにないしっとりとした保湿感を実感していただけます。

Touch my face!

SENSOL Micro-Gel Facial Mask 

●容　　量：6枚 

※価格はお問い合わせください

センソールマスク

詳細はコチラ

株式会社 アグレックス

( 本　　　社 )

( 大   阪   支   社 )www.aglex.co.jp



Lexeir
Apricot Gommage



●容　　量：500ml ●容　　量：200ml

※価格はお問い合わせください

www.aglex.co.jp
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Lexeir
Apricot Gommage

レクシアゴマージュH レクシアゴマージュS

一般的に日本人のお肌は角質形成の状態が悪いために、外的刺激や環境変化に反応を起こしやすく、ドライスキンを含む肌質が多く見られま
す。そのためピーリング系剤を使用するときにはオーバートリートメントが起きやすくなります。海外のピーリング・ゴマージュ剤はアルコールや
サルチル酸を含むものが多く、手でこする作業に入る前に角質に無理が起き、結果としてオーバートリートメントになりやすくなります。
またクリームタイプ、イオウ、アーモンド系等は皮膚に付着する力が強いために過剰な力が加わり、仕上がりがさっぱりとせず、

部分的にオーバートリートメントを起こしやすくなるともいわれています。

Made in Japan

あんずのゴマージュで優しくマッサージ

レクシアゴマージュの特徴 使用方法

株式会社 アグレックス
( 本　　　社 )

( 大  阪  支  社 )

球形のアプリコット種子と鎮静成分が配合された化粧水で作られた
ローションタイプのゴマージュ剤です。

肌への負担を極力減らした処方で保湿をしながら老化角質や汚れを取り除きます。

( 佐 野 営 業 所 )

詳細はコチラ

※価格はお問い合わせください



AGLEX.CO.JP

MADE IN SWITZERLAND



スウォッツ
●容　　量：300ml

※価格はお問い合わせください。

WATER & OXYGEN SPRAY

スイスの大自然から生まれた高濃度酸素水ミスト

スイスの山地から湧き出る「100％ピュアな
天然水」に純粋な酸素を高圧注入。
ナチュラル製法で肌質を選ばず赤ちゃんにも
お使いいただけます。
酸素をたっぷり含んだミクロな粒子が瞬時に
お肌を潤わせ、ゆっくりと浸透し、ひきしめ
ます。スイスの工場で作っています。

詳細はコチラ

aglex.co.jp
株式会社 アグレックス ( 本　社 ) ( 大  阪  支  社 )


	
	CASMARA_EyePerfectionTREATMENT2_A3_ol_20210927-2.pdf
	CASMARA_EyePerfectionTREATMENT1_A3_ol_20210927-2.pdf

	メディプローラー修正可能
	メディプローラー2修正可能_rev2_20210831.pdf
	メディプローラー1.pdf




