高揚感に弾むロイヤルブルー。
美しさの頂点を探求する
古来より伝わる植物から生まれた「メディプラント コンプレックス＊ 1」、
高貴さを象徴する花々の恵み「ロイヤル フラワー コンプレックス＊ 2」、
ブドウの自然発酵から抽出された「ワインファーム＊ 3」を配合。

内側から押し上げるような弾力感のあるハリを肌に。
高貴なバラの香りに酔いしれながら
肌と心を高揚感に委ねて。

＊ 1 メディプラント コンプレックス：保湿成分：カキ葉エキス、ヤエヤマアオキ果実エキス
＊ 2 ロイヤル フラワー コンプレックス：保湿成分：ダマスクバラ花エキス、シャクヤク花エキス、イリスベルシコロルエキス
＊ 3 ワインファーム：保湿成分：ワインエキス
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まだ見ぬ美の頂点へ
満ちてゆく美しきいぶき
ミッション リュクスレーヴ

11

12

MISSION SUMMA

MISSION ECLAT LX

ミッション スムマ

浄化＊ 1 スキンケアの第 1 ステップ、
金＊2 を配合したジェル洗顔料。不要
な皮脂や角質をオフし、肌を柔ら
かく。

豊かなうるおいを与える美容化粧
水。とろみがあるのにするりとほど
けてみずみずしいうるおいが巡り、
弾むようなハリ肌に。

05278

05236

なめらかで艶やかな肌へ導く乳液。
リン脂質によるクリームのようなコク
があり、肌を柔らかく、ふっくら整
える。

05241

ミッション エクラ LX

とろみのある白濁タイプの化粧水。
水にも油にもなじむポリマー＊ 1 を
配合。すみずみ＊ 2 までうるおいを
巡らせ、みずみずしいハリ感に満ち
た肌に。

オイルから泡に変わる洗顔料。メ
イクとなじんだ後、水を加えると泡
に変化し、W 洗顔は不要。ミセラー
テクノロジー採用で、保湿成分は
残す肌にやさしい洗い心地。

06025

06010

うるおいヴェールで肌を守る乳液。
とろけるように肌になじみ、濃密な
うるおいで、しなやかなハリ感あ
ふれる肌へと導く。

06051

フォームクレンザー

スキンソフナー

エマルジョン

オイルフォーム クレンザー

ローション

エマルジョン

180mL ¥11,0 0 0（税込）

150mL ¥11,0 0 0（税込）

150mL ¥13, 20 0（税込）

150mL ¥6,60 0（税込）

145mL ¥ 8, 80 0（税込）

150mL ¥9,90 0（税込）

濃厚さを感じる美容液。なめらか
に肌になじみ、肌表面に弾力感の
ある保護膜＊ 3 を形成。ふっくらと

コクのあるリッチな感触のクリーム。
とろけるように肌になじみ、しっと
りとなめらかに。手応えのあるハリ
感に満たされる。

こっくりと手 応えのある美 容 液。
リッチな感触ながら、肌に密着す
るようになじんで、うるおいで満た
す。まばゆいほどの輝き肌に。

肌をすっぽり包み込むような感覚
の濃厚なクリーム。アミノ酸由来
の皮膚軟化剤＊ 3 を配合。しなやか
で輝かしいハリ肌へ。

キメの整った肌へ。

05257

05262

06030

06046

セラム

クリーム

セラム

クリーム

50mL ¥30, 80 0（税込）

60mL ¥38, 50 0（税込）

30mL ¥15,40 0（税込）

30g ¥14, 30 0（税込）

＊ 1 浄化：洗い流すことによって余分な角質をとり、肌をすこやかに保つ。 ＊ 2 金：整肌成分
＊ 3 保護膜：皮膜形成剤：
（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30）
）クロスポリマー、
（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ VP）コポリマー、
（アクリル酸グリセリル／アクリル酸）コポリマー

＊ 1 ポリマー：分散補助成分：
（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30）
）クロスポリマー

MISSION LUXEREVE

MISSION COULEUR ROUGE

ミッション リュクスレーヴ

濃厚なクリームからオイル状に変化
するクレンジングクリーム。メイク
汚れだけでなく肌の老廃物もオフ。
肌にやさしいアミノ酸系洗浄成分＊ 1

もっちりした微 細なマイクロ泡が
たっぷり立つ液体洗顔料。汚れを
包み込んで絡めとり、毛穴汚れまで
すっきり。

を配合。

05423

05439

054 4 4

単なる洗浄ではない美容洗顔料。
パーム由来のナチュラル洗浄成分＊
が、さっぱりしながら、なめらか、肌
の柔らかさとキメ細かさが感じられ
るように。

05380

＊ 3 アミノ酸由来の皮膚軟化剤：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

ミッション クルルージュ

軽いタッチで肌になじみやすい化粧
水。とろみがありながらもすっとなじ
み、うるおいを与えてしなやかに。
さらりとした仕上がりも心地いい。

05353

濃密な保湿ケアができる美容乳液。
過剰な皮脂を吸着するパウダーに
より、しっとりしながら、さらりとした
使い心地。

05369

クレンジング クリーム

フォーミング ウォッシュ

ローション

クレンジング フォーム

ローション

美容乳液

10 0g ¥8, 80 0（税込）

150mL ¥8, 80 0（税込）

110mL ¥ 9,90 0（税込）

150g ¥5, 50 0（税込）

150mL ¥ 7,70 0（税込）

30mL ¥11,0 0 0（税込）

なめらかな感触でしなやかなハリ
感へと導く乳液。高保湿コンプレッ
クス＊ 3 を配合。肌を柔らかくときほ

濃厚でリッチな美容液。海藻エキ
スコンプレックス＊ 4 配合。コクが
ありながら、肌に溶け込むように
なじんで、弾力感のあるハリ肌に。

こっくりと濃厚で上質なクリーム。
驚くほど肌にするりと密着し、贅沢
なうるおいを閉じ込める。弾力ハリ
感が高まる心地よさに魅了。

とろりと厚みのあるテクスチャーの
クリーム。なめらかにのびてふわり
となじみ、シルキーな仕上がり。

ぐすかのよう。

05450

05465

05470

05374

エマルジョン

セラム

クリーム

クリーム

110mL ¥11,0 0 0（税込）

30mL ¥17,60 0（税込）

50g ¥27, 50 0（税込）

30g ¥12,10 0（税込）

＊ 1 アミノ酸系洗浄成分：ココイルグリシン K

＊ 2 角層まで

＊ 3 高保湿コンプレックス：保湿成分：シア脂、糖脂質、クパスバター（テオブロマグランジフロルム種子脂）

＊ 4 海藻エキスコンプレックス：保湿成分：デュナリエラサリナエキス、オオウキモエキス
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とろりと濃密な使い心地の化粧水。
植物由来のアミノ酸である、ベタイ
ン
（保湿成分）
配合。肌のすみずみ＊ 2
までうるおいを巡らせ、ふっくらと
ハリ感のある肌に。

＊ 2 角層まで

＊ パーム由来のナチュラル洗浄成分：水添パーム油脂肪酸
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