柔らかい肌、
再生の喜び。
40代からのエイジング・スキンケア。

くすみのないクリアな素肌、
琥珀色の不思議。

WRINKLE CARE ESSENCE ‘RIN’

S-CROWN KOHAKU SKIN LOTION

S -クラウンコハク液

リンクルケアエッセンス
「凛」
肌の可能性を引き出す

生薬甘草の良さをとりいれ、

リンクルケアエッセンス「凛」。

特殊製法から生まれた素肌美の

年齢を重ねるたびに失われていく

ための自然派化粧品。
洗顔だけでは落としきれない肌の

「目もと、口もと」のハリを取り戻す。

老廃物をやさしく拭き取り、

あなたの目もと、口もとに未体験の

有効成分が疲れた肌に働きかけて

リンクルスキンケア。

ターンオーバーを正常な状態に整えます。

角層細胞のすみずみまで潤いで

年齢・季節を問わず、さまざまな

埋めつくし、まるでバネのような

肌トラブルを解消へと導く

弾力感のあるハリを与えます。

凛

不思議な化粧水です。

CROWN COSMETICS
COLLECTION

主な配合成分

ハリ

保湿

美白

コラーゲン以上の
弾力再生効果を持つ

ヒアルロン酸以上の
保湿力を持つ

β-アルブチンの
10倍の美白効果

セラキュート®

リピジュア®

α-アルブチン

※

持続

クラウン化粧品 製品カタログ

肌の内側から
コラーゲン生成を促す

加水分解
卵殻膜

※セラキュート®は肌の潤いを保つ角質細胞どうしをつなぐ細胞間脂質の主成分で強い親和力により肌表

面でポリマーネットワークを形成し肌がリフトアップされ（持ち上げ作用）、柔軟性と弾力性に富んだ（引っ
張り作用）柔肌を再生いたします。

凛がもたらすシワ改善のイメージ

持ち上げ作用

引っ張り作用

セラミドのネットワークを
形成します

柔肌再生効果で
ハリと弾力を与えます

女性スタッフによる企画、開発、製造、
卸売販売及び、ネット通販、
そしてエステティックの基本施術、
サロン運営ノウハウまで
一貫した社内体制で
お客様にご提供いたします。

毎日のお手入れに

マッサージしながら

スポットケアに

毎日、朝と夜化粧水の
あ と 、適 量（ ワン プッ
シュ：パール粒大）を顔
全体になじませます。

中 心から外 側に、お肌
を持ち上げるようになじ
ませてください。

特に気になる目もと、口
もとはたたき込むように
重ねづけしていただく
と効果的です。

※表示価格は全商品税込価格となります。

セフラ株式会社 大阪市東住吉区杭全1-15-18
tel 06-4301-8111 fax 06-4301-8077
www.seﬂor.jp/crown

お取り扱いサロン

効果的なご使用方法

S-クラウンコハク液
２７０ｍＬ ￥３，
５００

生薬甘草

くすみのない透明感のあるクリアな素肌へ
お肌は、毎日すこしずつ生まれ変わっています。表皮基底層で生まれた肌細胞は角質層へ

エステティックとエイジングケア

加齢による
シワのあるお肌

和漢植物エキス配合
甘草長期熟成特殊製法

３０mＬ ￥１５，
４００

と移動し、やがて新しい細胞に押上げられるようにして、肌表面からはがれ落ちていきます。
これが新陳代謝（ターンオーバー）です。
しかし、加齢とともにストレスや紫外線、その他外的刺
激を受けるとスムーズにターンオーバーが行わなれなくなり、くすみや色素沈着、肌荒れと
いったさまざまなトラブルを引き起こします。S-クラウンコハク液は洗顔だけでは落としきれ
ない肌の老廃物をやさしくふきとり、有効成分が疲れた肌に働きかけてターンオーバーを正
常な状態に整えます。さまざまな肌年齢トラブルに働きかけ、健やかな素肌へと導く不思議
なアイテム…それがS-クラウンコハク液です。

このような方に効果が期待できます
□ お肌のくすみが気になる方
□ 肌荒れでお悩みの方
□ メーキャップののりが悪い方
□ ニキビや吹き出物でお悩みの方
□ シミや色黒でお悩みの方

▶ 透明感のある素肌へ整えます。
▶ 水分の補給・保持を促進します。
▶ 肌のキメを整え、
なめらかにします。
▶ 過剰な皮脂を抑え、肌荒れを防ぎます。
▶ 新陳代謝
（ターンオーバー）を促進します。

お手入れはいたって簡単、シンプルケア
毎日のお手入れに
朝・夜の洗顔後、適量をコットン
にとり、おでこや小鼻のまわり
（Ｔゾーン）など汚れやすい部分
から顔全体をふき取ります。

※表示価格は全商品税込価格となります。

スポットケアには
最後に目の周りはゆっく
りとやさしくふきとって
ください。

ARBUTINA Series

EST SCENE Series

エストシーン シリーズ

アルブチナ シリーズ

LABOAGE Series

CLEARANCE Series

ラボアージュ シリーズ

クリアランス シリーズ

エイジングケア対策を、保湿と美白の両面から積極的に働きかけるこ

紫外線対策として、
α-アルブチン高配合でチロシナーゼの働きを阻害

ラボ（Labo）は英語のLaboratoryの略語で「研究」、アージュ
（Age）

すぐれた洗浄作用（洗顔）で古い角質や、毛穴の汚れをスッキリ落と

とをテーマに開発されました。濃縮された、高配合の有効成分が疲れ

し、シミの原因となるメラニンの生成を抑えます。また、朝晩使い続け

はフランス語で「年齢」を意味します。お肌も社会もそして自然にも、そ

し、整肌作用（パック）で、優しくお肌を整える自然派志向のトータルシ

たお肌へ働きかけて、フリーラジカルや乾燥及び紫外線等の外的要

ることにより既に存在するシミ・ソバカスにも効果があります。
「エイジ

れぞれに時は流れ、成長や変化を遂げてゆきます。クラウン化粧品は時

リーズです。

因から痛んだお肌を守ります。運命以上の素肌美をお約束します。

ングケア美白」という発想。

の流れをしっかり見つめ、今、お肌にできることを探求いたします。
クレンジングフォーム

クレンジングクリーム １１５g ￥４,５００

マッサージクリーム

メイクオフ専用クリーム。メイク等の汚れを優しく、
肌に無理なく落とすクレンジングクリーム。ふき取
り・洗い流し両用タイプで、ベトつきません。ラベン
ダーの香り。

マッサージ専用クリーム。顔立ち、首筋、胸元に、
凛として女性らしさを。ラベンダーの香りが心地よ
い、フェイス＆ネック＆デコルテ用リフトアップマッ
サージクリーム。

１１５g ￥５,５００

トリートメントローション

トーニングローション

３７mL ￥７，
７００

１２０mL ￥３，
６００

１２０mL ￥３，
１００

α-アルブチン5%配合。
３種
類のヒアルロン酸・リピジュ
ア®・
トレハロースがうるおい
と弾力を長時間キープし、年
齢を感じさせない素肌へと
導きます。

ヒアルロン酸、スーパーヒ
アルロン酸のダブル配合処
方、マリンコラーゲン、アル
ブチン、
トレハロース配合の
保湿＆美白化粧水。

ハマメリスエキス、多種生薬
抽出エキス、クエン酸、朝鮮
人参エキス配合。皮脂の分
泌を抑え、爽やかに素肌を
ひきしめる収れん化粧水。

ホワイトローション

ホワイトエッセンス

１０５mL ￥６，
２００
αｰアルブチン２%配合。
３種
類のヒアルロン酸・リピジュ
ア®・
トレハロースがうるおい
と弾力を長時間キープし、年
齢を感じさせない素肌へと
導きます。

フェイシャルパック

１２０ｇ ￥３，
１００

１２０ｇ ￥３，
１００

紫根エキス、コラーゲン配
合の洗顔クリーム。天然ヤ
シ 油 のきめ 細かな泡 立ち
で 、汚 れ や 余 分 な 皮 脂を
さっぱりと洗い流します。

紫根エキス、コラーゲン配
合の洗い流しタイプの海藻
パックです。肌を洗浄しな
がら、潤いを与え、滑らかに
します。

MAKE UP Series

メイクアップ シリーズ
ホワイトクリーム
クリアローション

エッセンスローション

１２５mL ￥１０,０００

１２５mL ￥１０，
０００

さっぱりタイプ超美白化粧
水。ビタミンC誘導体、
α-ア
ル ブ チンを 高 濃 度 6 ％ 配
合、八甲田山チシマ笹水を
8％配合、新感覚高濃度美
白化粧水です。

しっとりタイプ超保湿化粧
水。お肌を包み込むように
スッとなじみます。65種類
以上の有効美容成分を配
合した、柔肌再生、シワ改
善用保湿化粧水です。

３２ｇ ￥６，
７００

α-アルブチン３%配合。３種類のヒアルロン
酸・リピジュア ® がうるおいと弾力を長時間
キープし、ビタミンEとアロエで老化予防。

究極の美白成分 α-アルブチン高配合
その優れた美白効果
ボディソープ
６００mL ￥３,０００

エモリエントクリーム

３０g ￥１０,０００

昼夜兼用保湿＆美白クリーム。65種類以上の有効
美容成分を配合、お肌にスッとのび、透明感のあ
る白い肌へ導き、同時に潤いと自然なハリを与え
ます。リフトアップ効果に大変すぐれます。

天然ローズフローラルの香
り。洗いながらの乾燥肌対
策。濃密、濃厚なボディ用
洗浄料です。ギフト推奨商
品です。

『肌の漂白剤』
と言われ、色素沈着の治療薬として皮膚科のみ
で使用されてきたハイドロキノン成分です。
この美白成分ハイドロ
キノンにグルコース
（糖）
を結び付け、化粧品への応用を可能にし
た美白成分、
それが「α-アルブチン」です。
アルブチンにはハイド
ロキノンとブドウ糖の結合の違いでα型とβ型の２種類があり、
な
かでもα-アルブチンはβ-アルブチンに比べて約１０倍、美白効果
にすぐれています。
メラノサイト顕微鏡写真

アクアミルク
１００mL ￥３，
６００
ヒアルロン酸、スーパーヒア
ル ロン 酸 のダブ ル 配 合 処
方 、多 種 生 薬 抽 出エキス、
細胞膜形成成分配合。みず
み ずしい 新 感 覚 の 保 湿 乳
液。

クレンジングオイル
１５０mL ￥３，
６００
ナノテク処方で落ちにくいメ
イクの汚れを、肌に負担をか
けずに落とします。濡れた手
でも、お風呂場でもご使用
いただける、とろっとした感
触のクレンジングオイルで
す。

モイスチャークリーム

４０g ￥４，
１００

ヒアルロン酸、天然まゆ成分、スクワラン、多種
生薬抽出エキス配合。爽やか感触でしっかりと
潤いをキープする保湿クリーム。

※表示価格は全商品税込価格となります。

５色のカラーパウダーが混ざり
合うことで、肌に明るさと柔ら
かなつや感を与え、冴えた魅力
的な肌に仕上げる、豪華な多
色プレストパウダーです。

ファンデーションパクト

SPF30 PA+++
日焼け止め保湿化粧下地&
乳液。スキンケア感覚で軽く
スッとのびて透明感のある
クリアな使用感です。

SPF15 PA+
日焼け止め保湿化粧下地&
ファンデーション。表面を整
え、つき、もちがよく毛穴を
目立たせなくさせます。

※表示価格は全商品税込価格となります。

リクイドファンデーション

2wayオールシーズンタイプ

３０ｇ ￥３，
１００

全４色
本体（ケース付）１５ｇ ￥３，
１００
詰替（パフ付） １５ｇ ￥２，
１００

全４色
本体（ケース付）１３ｇ ￥５，
１００
詰替（パフ付） １３g ￥３，
９００

ふわっと軽いタッチで、
お 肌 にしっとりなじむ
ル ー セントブ ル ー パ ウ
ダーです。

優しさにこだわりながらも、紫外
線防止効果に優れます。明るく
透明感のある超微粒子パウダー
ファンデーションです。

シミ、クスミをカバーするスキンケ
ア感覚のクリームファンデーショ
ン。ベトつかず、さらっとした感触
で、紫外線防止効果にすぐれます。

フェイスパウダー

ＳＥブルー
２

４

リップスティック

５

全４色

Ｐ3

￥２，
６００

β-カロチン配合でしっとり滑らかにフィット、美し
い発色が長時間持続する落ちにくい口紅です。
２ レッドオレンジ
５ ダークレッド

※表示価格は全商品税込価格となります。

球状弾性パウダーを高配合、
やわらかくふんわりとした付け
心地で化粧くずれを防ぎ、シル
クのような透明感と保湿感を
保ちます。

３０ｇ ￥３，
６００

ベースクリームUV
ナチュラル

使用後

プレストカラーパウダー
１3ｇ ￥6，
5００

ベースクリームUV
クリア

３０ｇ ￥３，
６００

使用前

プレストパウダー
１０ｇ ￥５，
0００

８０ｍL ￥３，
９００
ビタミンＣ誘導体、黒砂糖
エキス、スクワラン、各種生
薬エキス配合で保湿・美白
二つの効果の紫外線防止
化粧下地。白くなるまでよく
振ってからご使用ください。

４ ローズピンク
Ｐ３ ベビーローズピンク
※表示価格は全商品税込価格となります。

