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水ファンデの仕上がりを
ぐっとあげる優秀スポンジ

若返りを
可能にしたサプリ登場！！

厳選したハーブを使用したビューティー＆ ヘルシーサプリ。
アンチエイジングを超えた「リバース エイジング（若返り美容）」をご提案します。
横浜市立大学の長寿科学研究室やダッカ国 立アーユルヴェーダ医科大学など、
専門のプロフェッショナルによる研究で得 られたデータを元に製造した
強固な実績のある製品です。本当にカラダ に良いものを追究した答えがここにあります！

“ずっと美しく生きるために”

リバース エイジングの
ご提案

”老いる”原因を抑える
活性酸素は、酸素を取り込んで生きている私たちにとって必ずおつきあ
いをするもの。適切な量であれば、その殺菌力などでカラダを守ってく
れるのですが、過剰に溜まると細胞を傷つけたり、様々な病気の原因に
なってしまいます。健康促進だけでなく、老化を抑制するためにも、活性
酸素の蓄積を抑制することが有効です。

ハーブタブレット リバースは、強力な抗酸化作用をもつ多種多彩な
ポリフェノールを多く配合。活性酸素の過剰な蓄積を抑えてくれます。

美容健康長寿を
目指して
細 胞 の 新 陳 代 謝 が アップ すると、 
お肌や髪にうるおいを与えます。

ハーブタブレット リバースで、免疫
力がアップし、精力増強や美肌効果、
酵素の活性化などの作用でカラダを
イキイキと保つことができます。

インド伝統ハーブの
40種類を絶妙にブレンド

アーユルヴェーダの不老長寿レシピ「チャバナリスタ」に基づき、40種類
ものインド伝統のハーブを配合。中でも「生命を活性化させ、活力を取り
戻す」と言われるアムラ果実は、アーユルヴェーダでも重要で有名な素
材で、ハーブタブレット リバースの主成分として使われています。

秘められたパワーの
スーパーフード
アムラ果実

● 高ポリフェノール　●

優れた抗酸化作用を発揮する多彩なポリフェノールを多く含みます。 
１日摂取量（タブレット10錠）で約2000mgを含有、この量は赤ワイン
のグラス10杯分に相当します。

● 高い抗酸化力　●

抗酸化物質には老化を防止する効果大。ハーブタブレット リバースは、
水素水の30倍以上の抗酸化力があります。

● 新陳代謝アップ　●

ハーブタブレット リバースは表皮細胞の増殖を顕著に活性化するた
め、美肌効果に優れています。

● 高効果、最高品質のハーブ　●

研究の末、同じハーブでも効果の低いものと高いものがあることがわか
り、効果の高い希少な高品質のハーブだけを厳選して使用しています。

● 現代生命科学の先端技術　●

アーユルヴェーダの不老長寿レシピ「チャバナリスタ」を日本人向けに
改良した健康補助食品。体内の老廃物や毒素の蓄積を最小化して、生
命機能を調和させ、美容健康長寿をもたらします。

１日10錠を目安に、噛まずに水でお飲みください。いつ飲んで
も問題ないですが、活動し始める朝がオススメです。胃に異物
があると負担がかかって質の良い睡眠がとれない可能性があ
るので、寝る直前は避けてください。空腹時に飲んだ方が全身
に廻りやすいですが、胃腸が弱い方は食後が良いです。

お召し
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長寿の研究から生まれた”リバースエイジング”
その恵みと成果をあなたへ

“ハーブの力”で、
内側からアプローチ

大地からいただく、人間が作り出すことので
きない自然の恩であるハーブは、多くの薬
用成分・栄養成分を含む、本来人間がもって
いる自然治癒力を高めるための手段。手軽
に、そして効率よくカラダ全体に豊かな成分
を行き渡らせる事ができるのがサプリメント
のメリットです。

老廃物が細胞を老化させることを解明
➡ 老廃物を取り除けば、若返りは可能
➡ 老化した細胞が若返る
➡ 健やかな状態を取り戻す
➡ “美”を保ち続ける

調合用プラ容器
ワンタッチでフタが開
くので使いやすい！ 目
盛り付き。

五角スポンジ
広い面を肌にポンポン。角の
部分は細かい仕上げに。

調合用ガラス容器
スポイトでファンデを吸
い上げ手に取れます。
中身の色や量が一目で
わかるガラス製。

20mlサイズ／¥500

30mlサイズ／¥500

4コ入り／
¥500

初めてさんもテクニックいらず
水ファンデの使い方。

調合してあなたの色へ。

さらっと軽い、美人肌のできあがり。

指や手のひらを使い、
お顔全体にさっとのせる。
ムラもそのまま放置。 
約40秒水分を蒸発させて。

乾かないうちに面の全体で
パッティング。4 ナティア ウォーター

ファンデーション 30ml

オークル ￥3,500 ￥3,150(税別)

グリーン／イエロー ￥3，5００(税別)

スハダ グレイスス 
ペシャルカラー UV 45ml

5号 イエローグリーン ￥3，0００(税別)
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マスクから覗く目もとを魅力的に
マスクで隠れない目もとをより魅せるなら、
ツヤツヤ～フサフサのまつ毛でいたいもの。
スッピンまつ毛をケアして、美しい目もとを演出しましょう！

●  ハリツヤのあるまつ毛に導く
トリートメント＆コーティングでまつ
毛の育毛をしっかりサポート！ 贅沢
な高機能潤い成分がまつ毛の内部
に深く浸透し、キューティクルを整
えます。

●  ダメージまつ毛もしっかりケア
まつエクやまつ毛パーマ、クレンジ
ングなどでダメージを重ねたまつ
毛にも効果を発揮し、健やかなまつ
毛に導きます。

●  まつ毛の抜け毛防止に
パンテノール、ニンジンエキス、ヒ
アルロン酸によって、潤いを与え
るだけでなく細胞から活性化し育
毛効果も期待できます。

●  眉毛にもОＫ！ 
１本３役のスグレモノ
まつ毛美容液、眉毛美容液、マス
カラ下地として使用できます！ ま
つ毛や眉毛にハリ、コシを与える４
大成分を高濃度配合しています。

大人買いする人続々、水ファンデ。
お肌が解放されるような軽い使い心地。なのに仕上がりは優秀の一言。

心地よい 
使用感。

「これがファンデ？ 」
というほど軽いつけ
心地。もう他のファ
ンデは使えないとい
う声がたくさん。

抜群の 
透明感。

ほおや小鼻に居座る毛
穴など気になる部分は
しっかりカバー。化粧崩
れしにくく、さらりと透
明な美人肌をキープ！

プロのような 
仕上がり感。

自分の肌にあった色を混ぜて
作れるプロ仕様。ベースメイク
の仕上がりが段違いにグレード
アップします。初めて使う方に
は、調合のカウンセリングも。

基本色。この単色では使
えません。グリーン系や
イエローを混ぜてお使
いください。

ナティア オークル

ナティア 
グリーン

ナティア 
イエロー

スハダ 
イエローグリーン

SALE
●月末まで

まつ毛トリートメント 30ml

￥3,000 ￥2,850(税別)

※�セール価格はお一人様2個までと
なります。

高濃度ハーブエキス配合の若返りサプリを 
あなたの美容と健康のためにぜひ！

ハーブタブレット�リバース

　　￥9,800

SALE
50個限定

調合用のお助けアイテム

ご使用方法
朝晩、洗顔後のスキ
ンケアの前に、まつ
毛 の 根 元 から毛 先
に向って全体に塗布
します 。また 、マス
カラ下地として、マ
スカラをつける前に
もお使いください。

まつ毛に潤いと
キューティクルを！

細
胞
を
若
々
し
く
す
る
！

カ
ラ
ダ
の
中
か
ら
若
く
な
る
！

～人体への安全性にもこだわったホンモノを提供します～
アムラ（バングラデシュ産）、ヤツデアサガオ、カンゾウ、ナガコショウ、ショウガ、テムラナスラビアリス、キダチョウラク、シャタバリ、ベルノキ、イボツヅラフジ、フェヌ
グリーク、カタバミ、キンバイザサ、ハマビシ、ナンバンサイカチ、ステレオスペルマム、タイワンウオクサギ、タマツナギ、オオバフジボグサ、モスビーン、キワタ、テン
ジクナスビ、キミノヤマホロシ、ハゼノキ、サンナ、ナハカノコソウ、スイレン、アダトダヴァシカ、ケプラ、ペドラ、ブドウ、マルバノホロシ、アサガンダ、木胡蝶、着生欄、
カルダモン、コウキシタン、セイロンテツボク、セイロンニッケイ、タマラニッケイ、エラク酸（植物由来）、セルロース、ステアリン酸マグネシウム、微粒二酸化ケイ素

原
材
料

こんな方にオススメです
肌のたるみが気になる
シミ、しわ、くすみが悩み
疲れやすい
ストレスが多い
便秘で困っている
睡眠障害が悩み
アレルギー体質を改善したい
血糖値、肝機能が気になる
コレステロール値が高い

特　長

新しい
エイジング

ケア

（300錠）
（税別）




