
【受付時間】10：00〜17：00　2018年6月22日〜10月31日（土日祝を除く）

［三菱UFJ信託銀行　株主様サポートセンター］

株主優待品のお申込方法については、本紙「P.3~6」をご参照ください。

株 主 優 待 制 度 に 関 するお 問 い 合 わ せ

0120-707-484

株主優待カタログ
2 018

（本社）東京都港区六本木七丁目18番12号
（メインオフィス）神奈川県川崎市宮前区菅生一丁目20番8号
Tel. 044-979-1620（IR担当窓口）　Fax. 044-979-1235　Mail. ir＠cbon.co.jp
コーポレートサイトアドレス ： http://www.cbon.co.jp/company/ 　

通話料
無料
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株主様アンケート
ご協力のお願い

株主様アンケートへのご協力をお願い

いたします。ご回答は、同封の「優待

申込書（ハガキ）」の【株主様アンケート

（ご回答欄）】または「株主優待Web

お申込のアンケート」よりご意見等を

お寄せください。

株主優待のお申込で収集させていただく個人情報につきましては、優待品の送付手続き及び今後の株主優待・IR等に関する施策の参考資料のみに利用し、事前の
ご承諾なく他の目的で利用したり、第三者に提供することはありません。また、業務委託のために個人情報を預託する場合は、当社の厳正な管理の下で行います。

個人情報のお取扱いについて

Q1 株主様ご自身についてお聞かせください。
1-1. 性別：
1-2. 年齢：

Q2 当社製品・サービス等のご利用状況をお聞かせください。（複数回答可）
2-1. ご利用者

2-2. 当社製品をご利用いただいたきっかけをお聞かせください。

1. ご本人様　2. ご家族　3. 誰も利用していない　（1または2を選択された方は、2-2についてご回答ください。）

1. 広告　2. イベント　3. クチコミ　4. 知人・友人・家族　5. 株式を保有したため

6. 株主優待品を使用して　7. その他

1. 情報誌・新聞　2. インターネット・情報サイト　3. IRイベント　4. 証券会社の紹介

5. 当社製品・サービスの利用　6. 家族・知人　7. 当社社員・OB　8. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

Q3 当社株式を取得されたきっかけをお聞かせください。（複数回答可）
1.または2を選択された方で、具体名をご記入いただける場合は、「8. その他」にご記入ください。

1. 長期保有（5年以上）　2. 中期保有（3〜5年未満程度）　3. 短期保有（1年程度）　4. 売却予定（売却済み）

Q4 今後の保有方針についてのお考えをお聞かせください。（1つだけ）

5-1.　全体
5-2.　保有株数に応じた金額設定
5-3.　保有期間に応じた金額設定
5-4.　Webによる申込み
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満足　　　　　　　　　　不満

Q5 当社の株主優待制度の評価についてお聞かせください。（各1つだけ）

Q6 今後のIR活動について、充実を希望することは何でしょうか。（複数回答可）

1. 株主向け報告書の充実　2. 株主総会の活性化　3. ホームページの充実　4. IRイベント

5. 工場・施設見学会　6. マスメディアの活用　7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

Q7 その他ご自由にご意見・ご要望等をお聞かせください。

1. 男性　2. 女性

1. 20代以下　2. 30代　3. 40代　4. 50代　5. 60代　6. 70代　7. 80代以上
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※優待金額を超えたお申込について、超過分は株主様のご負担となります。

 保有期間×保有株式数に応じた優待金額の範囲で、お好きな製品を選択

100株〜499株 500株以上

1年未満 5,000円分 10,000円分

1年以上3年未満 10,000円分 20,000円分

3年以上 12,000円分 24,000円分

保有株式数
保有期間

本紙「株主優待カタログ」よりご希望の製品をお選びください。

【 期限内にお申込いただけない場合、優待品の発送はいたしかねます。 】

A・B 2つのお申込方法はP5・6で詳しくご案内しております

株主優待に関する注意事項
〈 お申込について 〉

① 2018年8月31日までに、A.ハガキ B.Webいずれでもお申込がない場合には、優待品の発送はい
たしかねます。

② 優待金額を超えてお申込いただいた場合、超過分は株主様のご負担となります。 
お支払方法は以下のとおりです（代引手数料・送料はABいずれも無料です）。 
A.ハガキでのお申込…現金による代金引換のみ 
B.Webからのお申込…クレジットカード決済もしくは現金による代金引換

③ 優待金額は、ビューティアップ・ポイントの対象外です。ただし、優待金額超過分については、 
ビューティアップ・ポイントの対象となります。 
詳細につきましては、本誌「株主優待カタログ」P37をご覧ください。

④左記AまたはB以外でのお申込はできません。

⑤重複してお申込があった場合は、当社に先に到着したお申込を優先いたします。

⑥お申込後の内容変更はできません。

⑦優待金額に満たないお申込の場合、残額をお支払することはできません。

〈 配送について 〉

①優待品は、お申込を確認後2週間から1カ月を目途に発送いたします。

②在庫状況により発送が遅れる場合がございます。

③配送の日時指定、ギフト用の包装はできません。

 ④ 優待品は、原則として株主名簿に登録されたご住所へお届けします。お届け先を別住所で希望され
る場合には、Webでお申込ください。

⑤ 転居等によりご住所を変更されている場合は、必ず三菱UFJ信託銀行　株主様サポートセンター
（0120-707-484）までご連絡ください。

〈 返品・交換について 〉

株主様都合での返品・交換はお受けしておりません。万一、商品に不良・破損があった場合は、返送料当
社負担にて交換させていただきますので、ＩＲ担当窓口までご連絡ください。

※事前にご連絡なく返送された商品については、返品・交換をお受けできない場合がございますのでご注意ください。
●企業に関するお問い合わせ

【（株）シーボンIR担当窓口】

☎044-979-1620

ir@cbon.co.jp
（受付時間10：00〜17：00、土日祝を除く）

（通話料無料）

※2018年10月31日迄となっております。
※株主様モニターのご予約専用ダイヤルではございません。
※ お問い合わせの内容によっては、折り返しご連絡させていた

だくことがございます。

（受付時間10：00〜17：00、土日祝を除く）

※年末年始は休業とさせていただきます。

●株主優待制度に関するお問い合わせ

【三菱UFJ信託銀行　株主様サポートセンター】

0120-707-484

2018年 8月31日（金）お申込期限株主優待お申込に関して

同封の「優待申込書」に必要事項を
ご明記ください。

※お申込方法はP5をご参照ください。

ハガキでのお申込A

2018年8月31日（消印有効）までに
ご投函ください。

同封の「株主優待Webお申込ログイン用
ID・パスワードのご通知」に記載のID・パス
ワードを入力して、ログインしてください。

※お申込方法はP6をご参照ください。

Webからのお申込B

2018年8月31日23時59分までに
お申込ください。

〈 よくあるご質問 〉

家族分の優待金額を合算して申込む事はできますか。Q1

複数の株主様の権利を合算することはできませんので、ご了承ください。A1

優待品は、2018年7月下旬から順次発送いたします。

お申込から優待品ご到着まで1ヵ月程度かかる場合がございますので、ご了承ください。
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ホームページ右下の
「株主優待Webお申込」
をクリック1
ログイン画面にて
「ID（株主番号）」と
「パスワード」を入力し、

ログイン ボタンを
クリック

2
本紙「株主優待カタログ」
をご参照いただき、お好
きな製品の品番・数量をご
入力いただき、お申込く
ださい。

3

株主優待お申込方法 A ハガキまたは、B Webの
いずれかでお申込ください。

Webお申込の方が早く優待品をお届けできますので、Webお申込をお勧めいたします。
（A.B.両方でのお申込はできません。両方でお申込があった場合、当社に先に到着したお申込を優先させていただきます。）

同封の「優待申込書（ハガキ）」に必要事項をご記入の上、
2018年8月31日までに（消印有効）ご投函ください。

当社コーポレートサイトの「株主優待Webお申込」から同封の
「株主優待Webお申込ログイン用ID・パスワードのご通知」に記載のID・パスワードを入力の上、

2018年8月31日23時59分までにお申込ください。

※お申込の画面は変更になる場合があります。

ハガキでのお申込A Webからのお申込B

❶ 電話番号・❹に記載された株主様のカナ氏名・会員番号（会員登録している方のみ）をご記入ください。 
（会員番号がご不明な場合は「会員」とご記入ください）
❷品番・個数・金額をご記入ください。（品番および金額は本誌「株主優待カタログ」でご確認ください。）
❸ 小計を計算し、割引額を差し引いた合計を「合計（税込）」にご記入ください。 

超過した場合、配達時に代金引換（現金のみ）にてお支払いください。（手数料・送料無料）
❹優待品は株主名簿に登録された住所宛に送付されます。

❺株主様控えはお手元に優待品が届くまで大切に保管してください。
　ハガキの到着を確認できない場合は、いかなる理由でもハガキでのお申込をお受けすることはできません。

パソコン スマートフォン・タブレット

パソコン、スマートフォン、タブレットからのアクセス
※上記以外の端末には対応しておりません

株式会社シーボン　コーポレートサイト
スマートフォンやタブレットで
QRコードからアクセスしていただくと、
ログイン画面が表示されます。

http://www.cbon.co.jp/company

シーボン　コーポレート 検 索

「株主優待カタログ」 掲載例

同封の「優待申込書」 記入例

本紙「株主優待カタログ」 掲載例

●❶
●❷

●❷

●❸●❹

●❺

ここをクリック

クリック

入力終了後クリック

ID・パスワードを半角英数で
スペースを入れず、
左詰めで入力してください。
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フェイシャリスト ベーシック トライアルキット 

フェイシャリストシリーズ 限定セット①

フェイシャリストシリーズ 限定セット②

まずはお試ししたい！
という方にオススメ

（14日間程度お使いいただけます。）

株主様モニターのご案内

当社では、広告宣伝活動の一環として、フェイシャリストサロンでの化粧品とサロンケアのお試し体験
“トライアルプラン”をご用意しております。
このたび、株主様には“株主様向けトライアルプラン”をモニター体験いただき、お寄せくださった
サービスや接客等に対するご意見やご感想を、これからの事業活動に役立てていきたいと考え、

「株主様モニター」を実施させていただきます。

「株主様モニター」へご来店の際、ご希望をいただいた方には、３種類の化粧品セットを特別価格にて
販売いたします。

株主様モニターのご利用方法

※�ご予約集中によるサービスの低下を防ぐため、モニター期間を上記の通りに分けております。�
同封の「株主様モニターご案内状」に記載しているご自身の期間をご確認のうえ、ご予約ください。�
なお、モニター期間の変更はいたしかねますので、ご了承ください。

株主様モニター限定 特別セット販売のご案内

予約開始

実施期間

2018年６月25日（月）～

2018年 ７月１日（日）～2018年9月30日（日）Ａグループ

2018年11月１日（木）～2019年１月31日（木）Bグループ

❶ 株主様モニターは、どなたの権利かに関係なく、本モニター期間中お一人様一回限りです。当社では、ご来店された
お客様情報を一元管理しており、権利の譲渡による複数回のご利用をお受けいたしかねます。

❷株主様でない方が、権利を譲り受けご利用いただくことも可能です。

❸妊娠中の方は、ご予約の際お申し出ください。ご予約を承ることができない場合もございますので、ご了承ください。

❹ 肌にアレルギーやニキビ、吹き出物、炎症などの症状がある場合、並びにご予約の前日または当日に顔そりをした場合は、
お手入れを見合わせさせていただくこともございます。

❺託児施設の用意がございませんので、お子様同伴でのご来店はお断りさせていただいております。ご了承ください。

ご注意

特 別 価 格

10,800円
（
税
込
）

特 別 価 格

28,674円
（
税
込
）

53,946円
（
税
込
）

特 別 価 格

フェイシャリスト

トリートメントマセ

（クレンジングクリーム）［70g］
医薬部外品

フェイシャリスト

トリートメントマセ

（クレンジングクリーム）［110g］
医薬部外品

フェイシャリスト

ファーメントパウダー
（酵素洗顔料）
［0.3ｇ×16ピース］

シーボン

クレンジングタオル
［1枚］

フェイシャリスト

トリートメントフォームS

（洗顔料）［130g］
医薬部外品

フェイシャリスト

トリートメントフォームＳ

（洗顔料）［40ｇ］
医薬部外品

フェイシャリスト

デュアルモイストローションQ

（化粧水）［120mL］
医薬部外品

フェイシャリスト

デュアルモイストローションＱ

（化粧水）［50mL］
医薬部外品

フェイシャリスト

スキンコンディショナーQ

（乳液）［100mL］
医薬部外品

フェイシャリスト

モイスチャークリームS

（保湿クリーム）［10g］
医薬部外品

フェイシャリスト

モイスチャークリームS

（保湿クリーム）［32g］
医薬部外品

フェイシャリスト

トリートメントマセ

（クレンジングクリーム）［230g］
医薬部外品

同封の「株主様モニターアンケートハガキ」に
記入し投函してください。

アンケートに
回答する

Step3

ご来店の際は、「株主様モニターご案内状」を忘れずに
お持ちください。

株主様向けトライアルプランの主な内容
❶クレンジング＆洗顔
❷肌チェック
❸東洋式フェイシャルケア

❹保湿パック
❺ アフターカウンセリング＆株主様向け特別セットのご提案
（お気に召したらぜひ購入ください。）

所要時間

90分

サロンケアを
受ける

Step2

「株主様モニター」とお申し付けのうえ、ご希望の日時・店舗※等を
ご予約ください。

［受付時間］
月～金（10：00～18：00）

コールセンター

0120-4892-39ご予約は
こちら

予約する
Step1

フェイシャリスト

トリートメントフォームＳ

（洗顔料）［130g］
医薬部外品

フェイシャリスト

デュアルモイストローションＱ

（化粧水）［300mL］
医薬部外品

フェイシャリスト

モイスチャークリームＳ

（保湿クリーム）［32g］
医薬部外品

シーボン

ＣＨエッセンスＭＤＳ

（薬用美容液）［35mL］
医薬部外品

フェイシャリスト

スキンコンディショナーＱ

（乳液）［100mL］
医薬部外品

※1：ご利用店舗はP38「全国フェイシャリストサロン一覧」をご参照ください。
※2：混雑状況によっては、ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。
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クレンジング 洗…顔…料 化粧水 美容液 パック・UVカットベース・その他乳液・クリーム

スキンケアシリーズ一覧 肌悩みに合わせた、さまざまな製品を取り揃えております。

P21
〜
P23

P24

P31

P29
〜
P30

P28
〜
P29

P30

P25

P32

P26
〜
P27

 ● には美白有効成分は配合しておりません　
＊美白：メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ　★エイジングケア：年齢肌にハリやうるおいを与えること

アビリティ
モイストジェル

AC4
バイタルセラム

AC4 モイスチャー
クリームS

アビリティ
エッセンスローション

アビリティ
トリートメントマセ

アビリティ
Cローション

アビリティ
クリアウォッシュ

アビリティ
UVプロテクトベース

AC4 エッセンス
ローションS

フェイシャリスト
ホワイト
ブライト
クリームS

フェイシャリスト
ホワイト
モイスチャー
クリームS

フェイシャリスト
BXエッセンス
ローション

フェイシャリスト
BXコンク

フェイシャリスト
BXスペシャルBB

フェイシャリスト
ホワイト
フレッシュセラムS

フェイシャリスト
ホワイト
クリアローションS

フェイシャリスト
ブライトアップ
クリアウォッシュS  ●

フェイシャリスト
クレンジングオイル

フェイシャリスト
トリートメントマセ

フェイシャリスト
スキンフレッシュナー

フェイシャリスト
クレンジングミルク

フェイシャリスト
デュアルモイスト
ローションQ

フェイシャリストオム
シーバムウォッシュ

フェイシャリストオム
バイタルローション

フェイシャリストオム
アクティブエッセンス

フェイシャリスト
センシティブ
マイルドローションS

フェイシャリスト
センシティブ
モイスチャライザーS

コンセントレートプラス
エモリエントローション

フェイシャリスト
ファーメントパウダー

フェイシャリスト
バランシング
フォームS

フェイシャリスト
トリートメント
フォームS

保湿
CHエッセンス MDS

美白＊

VCエッセンス MDS
高保湿
スポットドライ MDS

エイジングケア★

MEエッセンス MDS

ゆらぎケア
アセンディング
エッセンス MDS

美白＊

ホワイトスムージング
エッセンス MD

フェイシャリスト  
フレッシュセラムマスクC  ●

フェイシャリスト
モイスチャークリームS

フェイシャリスト
スキンコンディショナーQ

フェイシャリスト
FPプログラム14Q

フェイシャリスト
ブライトアップ
UVプライマー

コンセントレート
プラス
ナイトセラムコンセントレートプラスマセ

コンセントレートプラス
ディープクリアフォーム

コンセントレート
プラス
バイタルクリーム

コンセントレート
プラス
クリーム

コンセントレートプラス
ハイドレーター

コンセントレートプラス 
ホワイトセラム

コンセントレートプラス
リファイニングセラム

コンセントレートプラス
アイトリートメント

フェイシャリスト
ブライトアップマセ  ●

シリーズ名

ベーシックケア

フェイシャリスト

肌悩み別美容液

シーボンMD

敏…感…肌

フェイシャリストセンシティブ

ハリ・弾力

フェイシャリストBX

エイジングケア★

シーボンコンセントレートプラス

エイジングケア★

シーボンAC4

保…湿

シーボンアビリティ

男性用スキンケア

フェイシャリストオム

美…白＊

フェイシャリストホワイト

AC4 トリートメントマセ
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5,000円
（
税
込
）

ボディケアセット
ご優待特別セット

5,000円
（
税
込
）

デイリーケアプラスセット
ご優待特別セット

ご優待金額に合わせたお得な セットをご用意いたしました

酵素美人 2本セット
ご優待特別セット

肌 のうるお いとやさしさにこだわった
家 族 みんなで使えるボディケアセット

毎日のお 手 入 れに
ぜ ひプラスして
いただきたいセット

※会員様以外への酵素美人の販売は一般価格￥3,024（税込）でございますが、本優待では会員価格￥2,592（税込）を適用いたします。
※酵素美人は、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。
※酵素美人は保存料を使用しておりませんので、開栓後は冷蔵庫に保管しお早めにお召し上がりください。また、使用している果実の
　特質により賞味期限が異なります。期限が事由の返品交換はお受けしておりません。予めご了承ください。

※下記セット以外の組み合わせは、個別にお申込ください。　　その場合、セット価格の適用はございませんので、ご注意ください。

果 汁 の 甘 みと酸 味 がクセになる野 草 源 酵 素 ®入り酢 飲 料

シーボン

酵素美人－緑

甘酸っぱくてフルーティ
なキウイフルーツ味

（5倍濃縮 清涼飲料水）［720mL］

￥2,592（税込）

シーボン

酵素美人－緑

甘酸っぱくてフルーティ
なキウイフルーツ味

（5倍濃縮 清涼飲料水）［720mL］

￥2,592（税込）

シーボン

酵素美人－赤

スッキリ爽やかな甘さの
ピンクグレープフルーツ味

（5倍濃縮 清涼飲料水）［720mL］

￥2,592（税込）

香り高く優しい白桃味

シーボン

酵素美人－桃
（5倍濃縮 清涼飲料水）［720mL］

￥2,592（税込）

緑　　赤 緑　　桃

品　番 9000001 品　番 9000002

品　番 9000003

品　番 9000013

左から

￥3,240（税込）

■シーボン
　モイストボディソープ
　（ボディソープ）［700mL］

￥1,620（税込）

■シーボン
　モイストハンドクリーム
　（ハンドクリーム）［60g］

■シーボン
　フェイシャリストシリーズ 
　サンプルセット 医薬部外品
　（クレンジングクリーム、洗顔料、化粧水、乳液）

 非売品

左から

￥1,620（税込）

■シーボン
　モイストハンドクリーム
　（ハンドクリーム）［60g］

￥2,700（税込）

■シーボンアビリティ
　UVプロテクトベース
　（日やけ止め化粧下地）［30g］

■シーボン
　フェイシャリストシリーズ 
　サンプルセット 医薬部外品
　（クレンジングクリーム、洗顔料、化粧水、乳液）

 非売品

・…クレンジングクリーム
・洗顔料　・化粧水
・乳液

5,000円
（
税
込
）5,000円

（
税
込
）

・…クレンジングクリーム
・洗顔料　・化粧水
・乳液

※シーボンアビリティは、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。

11 12



10,000円
（
税
込
）

洗顔セット
ご優待特別セット

毎日のお 手 入 れに欠 か せない
デイリーケアセット

フェイシャリスト

トリートメントマセ

（クレンジングクリーム）［110g］

医薬部外品

￥5,940（税込）

フェイシャリスト

トリートメントフォームS

（洗顔料）［130g］

医薬部外品

￥5,400（税込）

品　番 9000012

カンビセイセット Ⅰ
ご優待特別セット

10,000円
（
税
込
）

メンズケア
ご優待特別セット

頭 皮 に働きか け、
健 やかな髪を育 む
スカルプケア3 品セット

男 性 用スキンケアシリーズ

品　番 9000004

品　番 9000005
※フェイシャリストオムは、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。

左から

￥3,240（税込）

■フェイシャリストオム
　シーバムウォッシュ
　（洗顔料）［200mL］

￥4,320（税込）

■フェイシャリストオム
　アクティブエッセンス
　（美容液）［100mL］

￥3,672（税込）

■フェイシャリストオム
　バイタルローション
　（化粧水）［150mL］

10,000円
（
税
込
）

左から

■シーボン
　カンビセイ スカルプシャンプー 

　（薬用シャンプー）［250mL］
￥3,024（税込）　 医薬部外品

■シーボン
　カンビセイ スカルプトリートメント 

　（薬用ヘアトリートメント）［250g］
￥3,456（税込）　 医薬部外品

■シーボン
　カンビセイ スカルプクレンジングオイル 

　（頭皮用トリートメント）［20mL×3本］
￥3,888（税込）　

※下記セット以外の組み合わせは、個別にお申込ください。　　その場合、セット価格の適用はございませんので、ご注意ください。
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シーボンアビリティ

トリートメントマセ
（クレンジング＆マッサージクリーム）［100g］

￥3,888（税込）

シーボンアビリティ

クリアウォッシュ
（洗顔料）［200mL］

￥2,916（税込）

シーボンアビリティ

エッセンスローション
（化粧水）［150mL］

￥3,240（税込）

シーボンアビリティ

モイストジェル
（保湿ジェルクリーム）［60g］

￥3,780（税込）

サロン品 質をより身 近 に
「アビリティ」ベーシックセット

果 実 の 美 味しさを家 族 みんなで味 わえる
こだわりのドリンクセット

※シーボンアビリティは、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。

12,000円
（
税
込
）

アビリティセット
ご優待特別セット

12,000円
（
税
込
）

飲料 4本セット
ご優待特別セット

品　番 9000008
※会員様以外への酵素美人の販売は一般価格￥3,024（税込）でございますが、本優待では会員価格￥2,592（税込）を適用いたします。
※酵素美人・酵母美人は、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。
※酵素美人・酵母美人は保存料を使用しておりませんので、開栓後は冷蔵庫に保管しお早めにお召し上がりください。また、使用している果実の
　特質により賞味期限が異なります。期限が事由の返品交換はお受けしておりません。予めご了承ください。

シーボン

酵素美人－緑

甘酸っぱくてフルーティ
なキウイフルーツ味

（5倍濃縮 清涼飲料水）［720mL］

￥2,592（税込）

シーボン

酵母美人－カシス

カシスの果実味たっぷりの
発酵飲料

（5倍濃縮 発酵飲料）［720mL］

￥3,780（税込）

香り高く優しい白桃味

シーボン

酵素美人－桃
（5倍濃縮 清涼飲料水）［720mL］

￥2,592（税込）

ビタミンＣが豊富なカムカムを
使用した発酵飲料

シーボン

酵母美人－カムカム
（5倍濃縮 発酵飲料）［720mL］

￥3,780（税込）

品　番 9000014

※下記セット以外の組み合わせは、個別にお申込ください。　　その場合、セット価格の適用はございませんので、ご注意ください。
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12,000円
（
税
込
）

カンビセイセット Ⅱ
ご優待特別セット

12,000円
（
税
込
）

ベーシックケアセット Ⅰ
ご優待特別セット

￥3,024（税込）

シーボン
カンビセイ
スカルプシャンプー

（薬用シャンプー）［250mL］

医薬部外品

￥3,456（税込）

シーボン
カンビセイ
スカルプトリートメント

（薬用ヘアトリートメント）［250g］

医薬部外品

￥5,832（税込）

シーボン
カンビセイ
スカルプエッセンスEX

（薬用育毛剤）［150mL］

医薬部外品

￥6,480（税込）

フェイシャリスト
デュアルモイストローションQ

（化粧水）［120mL］

医薬部外品

￥5,400（税込）

フェイシャリスト
スキンコンディショナーQ

（乳液）［100mL］

医薬部外品

品　番 9000007 品　番 9000006

キメを整え、健 やかな肌 に導く
ベーシックケア3 品セット

ハリ・コシのある豊 かな髪 に導く
ヘアケア3 品セット

・…クレンジングクリーム
・洗顔料　・化粧水
・乳液

シーボン

フェイシャリストシリーズ 
サンプルセット

（クレンジングクリーム、洗顔料、化粧水、乳液）

 非売品

医薬部外品

※下記セット以外の組み合わせは、個別にお申込ください。　　その場合、セット価格の適用はございませんので、ご注意ください。
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ベーシックケアセット Ⅱ ベーシックケアセット Ⅲ

20,000円
（
税
込
） 24,000円

（
税
込
）

ご優待特別セット ご優待特別セット

うるお いのある肌 に導く4 品セット シーボ ン. のベーシックアイテムを
まるごと実 感できる5 品セット

シーボン

コンセントレートプラスマセ
（クレンジング＆マッサージクリーム）［150g］

￥7,560（税込）

フェイシャリスト

トリートメントマセ

（クレンジングクリーム）［110g］
医薬部外品

￥5,940（税込）

フェイシャリスト

デュアルモイスト
ローションQ

（化粧水）［120mL］
医薬部外品

￥6,480（税込）

フェイシャリスト

トリートメント
フォームS

（洗顔料）［130g］

医薬部外品

￥5,400（税込）

フェイシャリスト

デュアルモイスト
ローションQ

（化粧水）［120mL］

医薬部外品

￥6,480（税込）

フェイシャリスト

スキン
コンディショナーQ

（乳液）［100mL］

医薬部外品

￥5,400（税込）

フェイシャリスト

スキン
コンディショナーQ

（乳液）［100mL］
医薬部外品

￥5,400（税込）

品　番 9000009 品　番 9000010

・…クレンジングクリーム
・洗顔料　・化粧水
・乳液

シーボン

フェイシャリストシリーズ 
サンプルセット

（クレンジングクリーム、洗顔料、化粧水、乳液）
 非売品

医薬部外品

・…クレンジングクリーム
・洗顔料　・化粧水
・乳液

シーボン

フェイシャリストシリーズ 
サンプルセット[2個]

（クレンジングクリーム、洗顔料、化粧水、乳液）
 非売品

医薬部外品

※下記セット以外の組み合わせは、個別にお申込ください。　　その場合、セット価格の適用はございませんので、ご注意ください。
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ふき取りシート

トリートメントマセ用の… …
クレンジングシート
肌に余分な摩擦や刺激を与えず、うるおいを
与えながら汚れをしっかり取り去るコットン
100％のクレンジングシート。1ピロー中154mL
の化粧水をしみ込ませた贅沢な仕様です。

フェイシャリスト

スキンフレッシュナー

ベーシックケアふき取りシート

16枚入りリフィル用ピロー×2 品  

番 710¥4,104（税込）

ケース1個、ピロー16枚入り×2 品  

番 709¥5,400（税込）

ケース リフィル

130g 品  

番 703¥4,320（税込）

130g 品  

番 704¥5,400（税込）

フェイシャリスト

バランシングフォームS
ベタつきがちな肌もスッキリ… …
さっぱりタイプの洗顔フォーム
豊かな泡立ちで皮脂や汗でベタつきがちな
肌をさっぱりと洗い上げるアミノ酸系洗顔料。
肌のうるおいをキープし、清潔に保ちます。
無着色※　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

洗顔料

洗顔料 さっぱり ベーシックケア

フェイシャリスト

トリートメントフォームS
乾燥肌や敏感肌にもやさしい… …
しっとりタイプの洗顔フォーム
きめ細かいクリームのような泡立ちで、しっとり
みずみずしく洗い上げるアミノ酸系洗顔料。
ハチミツエキス、スギナエキスなどの保湿成分
を配合。 清潔な肌に導きます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

洗顔料

洗顔料 しっとり ベーシックケア

【使用量】
1.5〜2cm

【使用量】
1.5〜2cm

②たっぷりの泡でやさしく
洗い、その後、水またはぬ
るま湯ですすぎ残しのな
いようによくすすぎます。

使い方

バランシングフォームS、トリートメントフォームSの使い方

①肌を軽くぬらした後、清潔
な手のひらに約1.5cmと
り、水またはぬるま湯を
少しずつ加えてキメ細か
い泡ができるまでよく泡
立てます。

医 薬 部 外 品フェイシャリスト

クレンジングミルク
デリケートな肌にもやさしい… …
ミルクタイプのクレンジング
スクワラン（保湿成分）をベースとすることで、
肌に優しい使用感です。つっぱり感なく、しっと
りなめらかに整え、肌荒れを防ぎます。 
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

170g 品  

番 714¥4,860（税込）

110g 品  

番 716¥5,940（税込）

230g 品  

番 702¥10,800（税込）

医 薬 部 外 品フェイシャリスト

トリートメントマセ
肌を乾燥から守る
薬用クレンジングクリーム
美肌成分スクワラン（保湿成分）を配合した、
ふき取りタイプのクレンジング。肌に軽くなじ
ませると、素早く乳化してオイル状に。メイク
汚れはもちろん、毛穴の奥の汚れまでしっかり
浮き上がらせます。 
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

フェイシャリスト

クレンジングオイル
しっかりメイクに素早くなじみ、
スッキリと洗い流すクレンジングオイル
スクワラン、アボカド油（保湿成分）などの植物
由来オイル配合で、メイク汚れをスッキリ落と
しながらも肌に必要なうるおいはしっかりと
キープし、肌荒れを防ぎます。 
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

FACIALIST SERIES
フェイシャリストシリーズ

ベーシックケア肌の原点を見つめ、美しい肌へ導くベーシックケアシリーズ

200mL 品  

番 701¥5,184（税込）

クレンジング〈オイルタイプ〉

医 薬 部 外 品

230g 110g

ベーシックケアメイク落とし

クレンジング〈ミルクタイプ〉

ベーシックケアメイク落とし

クレンジング（クリームタイプ）

ベーシックケアメイク落とし

【使用量】
500円玉大

①額、頬、鼻、あごにクリームをのせ、
マッサージしながらなじませます。

②スキンフレッシュナー、ティッシュ
ペーパー等で、浮いた汚れを吸い
込ませます。その後洗顔します。

トリートメントマセを
適量を手に取ります。

●スキンフレッシュナー
は、半分に折り、やさ
しく押さえて、軽くす
べらすようにふき取
ります。

使い方

トリートメントマセ、スキンフレッシュナーの使い方

【使用量】
下まで押し切って、2〜3プッシュ

【使用量】
サクランボ大
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C'BON MD SERIES
シーボン MDシリーズ

薬用美容液さまざまな肌悩みに対応した薬用美容液シリーズ

シーボン

CHエッセンス MDS
トロリと濃厚なうるおいで肌を深く満たし、
みずみずしい肌へと導く薬用保湿美容液
深層*保湿をコンセプトに、6種類のヒアルロン
酸をはじめ、リピジュア®、スクワランなどの16
種類の保湿成分を配合。グリチルリチン酸ジカ
リウム（有効成分）がうるおいに満ちた健やか
な肌へと導きます。　
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

美容液

保　湿

医 薬 部 外 品

水溶性美容液

シーボン

VCエッセンス MDS
日やけによるシミ・ソバカスを防ぎ、
透明感のある肌に導く薬用美白*美容液
美白有効成分ビタミンC誘導体を高濃度配合

（当社従来品比）で、シミ・ソバカスを積極ケア。
さらに2種のVCサポート成分（保湿成分）が多角
的に働き、みずみずしい透明感を与えます。 
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

美容液

医 薬 部 外 品

水溶性美容液 美　白 ＊

シーボン

アセンディングエッセンス MDS
デリケートでゆらぎがちな肌を
積極ケアする薬用美容液
乾燥による刺激やダメージから肌を護るシソ
エキス（保湿成分）を厳選。さらにヒト型セラミ
ドをはじめとするうるおい成分がバリア機能を
サポート。アラントイン（有効成分）配合で、肌
あれを防ぎます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合 

35mL 品  

番 1953¥15,660（税込）

美容液

医 薬 部 外 品 シーボン

スポットドライ MDS
しっとりとした肌へ導く
レチノール誘導体配合の美容液
乾燥や肌あれを防いで、水分保持力をサポー
トする薬用保湿エッセンス。肌にうるおいを閉
じ込め、乾燥し乱れたキメを整えます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

35mL 品  

番 604¥15,660（税込）

美容液

高保湿

医 薬 部 外 品

ゆらぎ水溶性美容液 油溶性美容液

シーボン

ホワイトスムージング
エッセンス MD
メラニンの生成を抑えて美白＊効果を
発揮する美容液
日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ、薬用美白＊

エッセンス。油溶性甘草エキス、トウニンエキ
ス、ローズヒップオイル（保湿成分）を配合。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

35mL 品  

番 605¥15,660（税込）

美容液

医 薬 部 外 品 シーボン

MEエッセンス MDS
ダメージを受けた肌を
しっとりつやのある肌へ導く美容液
ユキノシタエキス、マロニエエキス、油溶性ビ
タミンＣ誘導体（保湿成分）を配合。うるおいが
持続することで、明るくハリのある美しく健やか
な素肌へと導きます。 
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

35mL 品  

番 606¥15,660（税込）

美容液

エイジングケア★

医 薬 部 外 品

油溶性美容液 油溶性美容液美　白 ＊

＊メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

★ 年齢肌にハリやうるおいを与える

医 薬 部 外 品フェイシャリスト

デュアルモイストローションQ
しっとりとコクのあるテクスチャーで
乾燥をケア
肌が持つ水分保持能力に着目し、バイオヒアルロ
ン酸、加水分解シルク、ユズセラミド、ラフィノー
ス、コンドロイチン硫酸ナトリウム（保湿成分）を
配合。また、酵母エキス、ポリグルタミン酸（保湿
成分）配合で、みずみずしさとハリのある素肌を
はぐくみます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品 医 薬 部 外 品フェイシャリスト

スキンコンディショナーQ
ヴェールのように肌を包み、うるおい
をとどめる保湿乳液
スクワラン(保湿成分）配合で、肌表面を保護。
乾燥を防ぎ、柔らかでみずみずしい素肌を保ち
ます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

100mL 品  

番 1105¥5,400（税込）

0.3g×56ピース 品  

番1100712¥10,800（税込）

0.3g×168ピース 品  

番1000705¥31,428（税込）

フェイシャリスト

ファーメントパウダー 
酵素洗顔で、くすみ*¹をケアして透明
感に満ちた肌へ
バイオテクノロジーを応用してつくられた酵素
を使った洗顔料。くすみ*¹や乾燥、ゴワつきの
原因となる古い角質をやさしく除去。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

＊1  汚れや古い角質による

168ピース 56ピース

300mL120mL

120mL 品  

番 1103¥6,480（税込）

300mL 品  

番 1104¥14,040（税込）

酵素洗顔料

化粧水

ベーシックケア化粧水

フェイシャリスト

モイスチャークリームS
うるおいのベールが、… …
乾燥から肌を守る保湿クリーム
肌表面に素早くうるおいのベールを形成し、
乾燥ダメージにより肌の水分が失われるのを
防ぎ、うるおいに満ちたしっとりなめらかな素肌
に導きます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

32g 品  

番 1108¥8,640（税込）

クリーム

ベーシックケアクリーム

乳　液

ベーシックケア乳　液

洗面器に約50〜80ccの水、またはぬるま湯を入れ、ファーメント
パウダー1ピースを加えてよく溶かし、やさしく洗います。その後
すすぎ残しがないようによくすすぎます。
※洗顔料の前後にお使いいただくことをおすすめします。

ファーメントパウダーの使い方
ベーシックケア酵素洗顔料 くすみ＊1

【使用量】
あずき粒2〜3粒

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

【使用量】
1〜2プッシュ

医 薬 部 外 品フェイシャリスト

FPプログラム14Q
ハリのある肌へと導く
14日間の集中トリートメント
つけた瞬間から肌に広がり、角質層のすみずみま
で浸透。肌本来が持つうるおいを保ち、肌荒れを防
ぎ、なめらかでうるおいのある素肌へと導きます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

3mL×14本 品  

番 1101¥24,840（税込）

集中美容液

水溶性美容液

化粧水などで肌を整えた後、使用します。
清潔な手のひらに、フェイシャリスト FPプログラ
ム14Qを適量（2〜3プッシュ程度、500円玉大）
とり、指先を使って顔全体にていねいにやさしく
のばします。
1本で朝と夜の2回分です。その後、必要に応じて
エッセンスやクリーム等を使用します。
※2週間続けてご使用ください。

FPプログラム14Qの使い方

35mL 品  

番 1952¥15,660（税込）

＊美白：メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ

35mL 品  

番 1951¥15,660（税込）

*角質層まで　※リピジュア®は日油（株）の登録商標です。
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35g 品  

番 1004¥21,600（税込）

フェイシャリストホワイト

モイスチャークリームS
有効成分を閉じ込めて効果を持続、
透明感を追求した美白＊クリーム
メラニンの生成を抑え透明感のある肌へ導きなが
ら、乾燥を防ぎ、乱れたキメを整える美白＊用クリー
ム。持続性ビタミンC誘導体（有効成分）などを配合。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

クリーム

クリーム 美　白 ＊

【使用量】
あずき粒2〜3粒

35mL 品  

番 1003¥25,920（税込）

フェイシャリストホワイト

フレッシュセラムS
日やけによるメラニンの生成を抑え
透明感のある肌へ導く薬用美容液
濃密なテクスチャーでじっくり角質層まで浸透。
保湿とのダブルケアをする美白＊美容液。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

化粧水

フェイシャリストホワイト

クリアローションS
みずみずしく透明感のある肌へ導く
美白＊化粧水
すばやく肌になじみ澄んだ透明感とみずみず
しさを届ける化粧水。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

300mL120mL

美容液

FACIALIST WHITE SERIES
フェイシャリスト ホワイトシリーズ

クリアな素肌へ導く美白＊シリーズ

化粧水 美　白 ＊

美容液 美　白 ＊

美　白 ＊

＊メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ

300mL 品  

番 1002¥22,680（税込）

120mL 品  

番 1001¥10,800（税込）

【使用量】
2プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

20g 品  

番 1008¥12,960（税込）

フェイシャリストホワイト

ブライトクリームS
肌に留まってメラニンに
アプローチする美白＊用クリーム
うるおいに満ちた透明感のある素肌へ導く美白＊用ク
リーム。コクのある使用感のクリームが肌にとどま
り、有効成分が角質層にじっくりと浸透します。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

クリーム

クリーム 美　白 ＊

【使用量】
気になる部分に適量

100g 品  

番 1801¥3,888（税込）

シーボンアビリティ

トリートメントマセ
クレンジングとマッサージ、
２つの機能を叶える多機能クリーム
美肌成分スクワラン（保湿成分）を配合した、拭
き取りタイプのクレンジング。メイクや皮脂など
油性の汚れを溶かし出して除去します。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

150mL 品  

番 1803¥3,240（税込）

シーボンアビリティ

エッセンスローション
濃厚なテクスチャーで、
高密度なハリを与える化粧水
肌にハリを与える低分子コラーゲン、乾燥へ集
中アプローチするトリプルヒアルロン酸などの
保湿成分を配合。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

60g 品  

番 1804¥3,780（税込）

200mL 品  

番 1802¥2,916（税込）

シーボンアビリティ

クリアウォッシュ
メラニンを含む古い角質を取り去る、
フォーマータイプの洗顔料
ポンプから泡が出てくる洗顔料。7種のフルー
ツエッセンス（保湿成分）配合でメラニンを含
む古い角質をやさしく除去します。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

33mL 品  

番 1805¥5,184（税込）

シーボンアビリティ

Cローション
ハリ・ツヤ・キメへ徹底アプローチす
るビタミンC誘導体＊2配合美容液
サラリとしたテクスチャーの、ローションタイプ
の美容液。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

クレンジング＆マッサージクリーム

BP対象外 しっとりメイク落とし

洗顔料

BP対象外 さっぱり洗顔料

化粧水

保　湿BP対象外 化粧水

シーボンアビリティ

モイストジェル
みずみずしい感触で
肌にスッとなじむジェルクリーム
肌に素早くなじんでうるおいのヴェールをつくります。肌
にハリを与える低分子コラーゲン、乾燥へ集中アプロー
チするトリプルヒアルロン酸などの保湿成分を配合。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

ジェルクリーム

保　湿BP対象外 クリーム

美容液

30g 品  

番 1806¥2,700（税込）

シーボンアビリティ

UVプロテクトベース
ノンケミカル処方＊で紫外線をブロック！
艶やかな上質肌へ
紫外線カット、化粧下地、スキンケア。３つの機能を１
つに集約した、クリームタイプの日やけ止め化粧下地。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合 
ウォータープルーフタイプ SPF30/PA++

日やけ止め化粧下地

BP対象外 化粧下地

シーボンアビリティ トリートメントマセを適量（サクランボ大）手にとり、顔全体にて
いねいにのばします。力を入れずに指でクルクルと円を描きながらなじませます。
汚れと十分になじんだら、ティッシュペーパーなどで軽く押さえ、浮き出た汚れを吸
い込ませます。肌表面に油分がなくなるまで繰り返し行った後、洗顔をします。

水またはぬるま湯で肌を軽くぬらします。シーボンアビリティ クリアウォッシュを
適量（4プッシュ）手にとり、肌に泡を密着させながら、ふんわりと手で包み込むよう
にやさしく洗います。オイリーに傾きがちなTゾーンから先に洗いはじめましょう。
その後、たっぷりの水またはぬるま湯でよくすすぎます。髪の生え際やフェイス
ラインなどにすすぎ残しがないよう注意しましょう。

C'BON ABILITY SERIES
シーボンアビリティシリーズ

ベーシック植物の芽ぶきに着目したスキンケアシリーズ

トリートメントマセの使い方

【使用量】
500円玉大

【使用量】
あずき粒2〜3粒

【使用量】
あずき粒2〜3粒

クリアウォッシュの使い方

くすみBP対象外 美容液 ＊1

＊1  汚れや古い角質による　＊2  製品の抗酸化剤 ＊紫外線吸収剤を使用しない処方

【…シーボンアビリティシリーズは、通販・SHOP・一部フェイシャリストサロンにてお取り扱いしております。なお、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。】

【使用量】
適量
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200mL 品  

番 1011¥5,400（税込）

洗顔料

フェイシャリスト

ブライトアップ
クリアウォッシュS
透明感に満ちた素肌へ導く、
フォーマータイプの薬用洗顔料
くすみ＊1の原因となる古い角質を除去し、みず
みずしい清潔な素肌へと導く洗顔料です。 持続性
ビタミンC誘導体（製品の抗酸化剤）、加水分解コ
メヌカエキス、ボタンエキス・カッコンエキス・アセ
チルチロシンの混合物などの保湿成分を配合。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

＊1  汚れや古い角質による

医 薬 部 外 品

洗顔料 くすみ＊1

フェイシャリスト

フレッシュセラムマスクC
みずみずしい肌へ導く、
シートタイプのエッセンスパック
たっぷりの美容液でダメージをケアして、透明
感の溢れる肌へと導くシートタイプのエッセン
スパック。コットン原料100％のベンリーゼ®

（キュプラ不織布）を使用。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

保　湿

パック（フェイスマスク）

パック

20ｇ1枚入り×8 品  

番 1012¥8,640（税込）
ベンリーゼ®は旭化成せんい株式会社
の登録商標です。　F45E055

C'BON CONCENTRATE PLUS SERIES
シーボン コンセントレートプラスシリーズ

欲張りな大人の肌を満たす
トータルエイジングケア★

★年齢肌にハリやうるおいを与えること

エイジングケア★

シーボン

コンセントレートプラス 
マセ
とろけるように肌になじむ贅沢なマセ
コクがあるのになめらかで、のばした瞬間か
ら素早く肌になじんで、マスカラなどのメイク
汚れも、毛穴の奥の汚れも、するりとオフ。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

150g 品  

番 1508¥7,560（税込）

クレンジング＆マッサージクリーム

メイク落とし エイジングケア★

シーボン

コンセントレートプラス 
ディープクリアフォーム
驚くほど泡立ちがよく、泡切れもバツグン
ふんわりボリュームのあるクリーミーな泡立
ち。クレイ（洗浄補助成分）が余分な汚れを吸
着して、古い角質も穏やかに取り除きます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

130g 品  

番 1509¥5,400（税込）

洗顔料

洗顔料 エイジングケア★

【使用量】
1.5〜2cm

【使用量】
サクランボ大

【使用量】
下まで押し切って2〜3プッシュ

シーボン

コンセントレートプラス 
エモリエントローション
肌にスーッとしみわたり、
うるおいで満たし、若 し々い肌印象へ
しっとりなめらかな若 し々い印象の肌へ導く化
粧水。乾きがちな大人の肌をうるおいで満た
し、キメのひとつひとつまで柔らかに。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

150mL 品  

番 1504¥15,120（税込）

化粧水

化粧水 エイジングケア★

シーボン

コンセントレートプラス
ハイドレーター
ぐっと引き込んで、角層まで拡散
うるおいをリードする肌環境へ
年齢や環境の変化などによるリズムの乱れに着
目、本来の柔軟性を失った角質層に素早く浸透
します。
無着色※　※合成着色剤無配合

50mL 品  

番 1501¥15,120（税込）

導入美容液

美容液 エイジングケア★

【使用量】
500円玉大

230g 品  

番 1013¥11,880（税込）

透明感のある肌へ導く
薬用クレンジングクリーム
メラニンを含んだ古い角質をケア。肌荒れを防
ぎ、透明感ある肌へ導くクレンジングクリーム。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

フェイシャリスト

ブライトアップマセ
医 薬 部 外 品

クレンジング（クリームタイプ）

メイク落とし

フェイシャリスト ブライトアップマセを適量（サクランボ大）と
り、顔全体にていねいにのばし、力を入れずに指でクルクルと
円を描きながらなじませます。十分に汚れとなじんだら、ティッ
シュペーパー等を顔にのせて軽く押さえ、浮き出た汚れを吸
い込ませて拭き取ります。「フェイシャリスト スキンフレッシュ
ナー」を使用するとより効果的です。その後、洗顔をします。

ブライトアップマセの使い方

40g 品  

番 1010¥6,480（税込）

フェイシャリスト

ブライトアップ
UVプライマー
4色のパールで肌色を補整。ファン
デーションを美しく仕上げる化粧下地
汗等に強いウォータープルーフタイプ。SPF30/
PA++で、紫外線から肌を保護し、日やけによる
シミ、ソバカスを防ぎます。
紫外線吸収剤フリー
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

日やけ止め化粧下地

化粧下地

【使用量】
あずき粒2〜3粒

化粧水やクリームなどで肌を整えた
後、使用します。清潔な手のひらに
メイク下地を適量とります。
指先を使って少量ずつ額、両頬、鼻、
あごにおき、顔全体にのばします。
ムラにならないように凹凸部分にも
ていねいになじませます。

メイク下地の使い方

【使用量】
下まで押し切って2〜3プッシュ

35mL 品  

番 1502¥17,280（税込）

シーボン

コンセントレートプラス 
リファイニングセラム
トロリ、濃厚なうるおいで包み込む。
いつまでも触れていたい、ハリつや肌に
年齢肌に凝縮した美容成分が段階的にアプロー
チ、何度も触れたくなるようなハリツヤ肌へ。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

美容液

美容液 エイジングケア★

【使用量】
下まで押し切って2〜3プッシュ

シーボン

コンセントレートプラス 
ホワイトセラム
肌本来の機能に着目し
メラニンへ働きかけ輝く肌に
美白有効成分のアルブチンEXをはじめ、ビフィ
ズス菌発酵エキス、酵母エキスなどのうるおい
成分を配合。 メラニンの生成を抑制し、日やけ
によるシミ・ソバカスを防ぐだけでなく、うるお
いを閉じ込め、ピンと弾むハリ肌に導きます。

35mL 品  

番 1551¥25,920（税込）

エイジングケア★

医 薬 部 外 品

美容液

美容液 美　白 ＊
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FACIALIST BX SERIES
フェイシャリスト BX シリーズ

キメ密度の高い、しなやかなハリ肌を目指すシリーズ エイジングケア★

★年齢肌にハリやうるおいを与えること　▲乾燥による小ジワを目立たなくする（効能評価試験済み）

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

シーボン

コンセントレートプラス 
ナイトセラム
睡眠中の肌をベールで包み込む、
つけたまま眠れる濃厚美容液パック
ダメージを受けた肌が回復する睡眠時に働き
かける夜用パックです。ローズ＆ラベンダーの
香りで心地よい睡眠環境へ誘います。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

50ｍL 品  

番 1507¥19,440（税込）

パック（エッセンスパック）

パック エイジングケア★

【使用量】
下まで押し切って5プッシュ

【使用量】
適量

日やけ止め乳液

BBクリーム エイジングケア★

フェイシャリスト

BXスペシャルBB
ハリのある若 し々い肌印象を演出する
BBクリーム
メイクアップ効果により、肌に現れたエイジサ
イン＊を目立たなくし、ハリとツヤのある若 し々
い肌印象を演出するBBクリーム。ローズ水とノ
バラオイル（保湿成分）が心地よく香ります。
汗や水に強いウォータープルーフタイプ。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

SPF40/PA+++   紫外線吸収剤フリー

40g 品  

番 1203¥6,480（税込）

＊ 年齢を重ねた肌の乾燥やキメの乱れのこと

シーボン シーボン

AC4 トリートメントマセ AC4 エッセンスローションS
クレンジングから若 し々い肌印象へ
メイクキャッチ成分＊1が素早くメイクを絡めと
り、SOD＊2が紫外線などの外的刺激で蓄積し
た汚れをオフ。吸着型ヒアルロン酸（保湿成分）
がうるおいを守り、エイジングケア＊3しやすい
肌環境へ。
＊1 ココイルアルギニンエチルPCA（洗浄成分）＊2 保湿成分
＊3 年齢肌にハリやうるおいを与えること
SOD : スーパーオキシドジスムターゼ

光ダメージから肌を守り、うるおいと
ともに漲るハリ・弾力を
濃厚なとろみのある、まるで美容液のようなつ
け心地。高い水分保持能力を持つポリグルタミ
ン酸などの保湿成分がうるおいの膜で肌を守
り、ボリュームのある優雅なハリ肌へ。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

150g 品  

番 1707¥7,560（税込）

90mL 品  

番 1704¥19,440（税込）

シーボン

AC4 バイタルセラム
なめらかなハリ、押し返すような弾
力、もっとピンッとした肌へ
こっくりした濃密感がありながら、スーッと肌に
浸透＊し、ピタリと定着。ビタミンB3、ポリグル
タミン酸、スクワランなどの保湿成分配合。イ
キイキした美肌へ。
＊角質層まで。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

35mL 品  

番 1705¥27,000（税込）

シーボン

AC4 モイスチャークリームS
エイジサイン＊2に素早く集中アプロー
チ。若 し々い印象の肌へ
のせた瞬間とろけるように広がり、ベタつきなく
肌を満たします。ピンッとした肌へ導く、セラ
キュート®やビタミンB3、ヒト型セラミドⅢなど、
保湿成分を配合し、若 し々く輝く肌印象へ。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

30g 品  

番 1706¥43,200（税込）

ハ　リ

クレンジング＆マッサージクリーム 化粧水

化粧水

ハ　リ

美容液

美容液 ハ　リ

保湿クリーム

クリーム

C'BON AC4 SERIES
シーボン AC4 シリーズ

若 し々い印象へ導くスキンケアシリーズ

エイジングケア★

エイジングケア★ エイジングケア★

エイジングケア…★

★年齢肌にハリやうるおいを与えること

【使用量】
あずき粒2〜3粒

【使用量】
下まで押し切って2〜3プッシュ

【使用量】
下まで押し切って2プッシュ

この製品は配合された成分の色の影響により、オレンジ色
をしています。光の影響による退色を防ぐため、必ず日光の
あたらない暗い所に保管してください。

AC4シリーズ
製品の色に関して

※セラキュート®は、日油㈱の登録商標です。

クリーム エイジングケア★メイク落とし

【使用量】
サクランボ大

＊2 年齢を重ねた肌の乾燥やキメの乱れのこと

35g 品  

番 1202¥21,600（税込）

美容液

美容液 エイジングケア★

フェイシャリスト

BXコンク
しなやかなハリ肌へと導く濃厚エッセンス
ハリに満ちたしなやかな肌へと導くアルジレリン®、
ヒドロキシプロリン、イリス根エキス（保湿成分）な
どを配合。こっくりとコクのある濃厚なテクスチャー
で、なめらかにのび、肌をスムーズに整えます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

▲

120mL 品  

番 1201¥10,800（税込）

化粧水

化粧水 エイジングケア★

フェイシャリスト

BXエッセンスローション
肌にしなやかなハリを与える化粧水
ハリに満ちたしなやかな肌へと導くアルジレリ
ン®、ヒドロキシプロリン、イリス根エキス、バイ
オヒアルロン酸（保湿成分）配合により、若々し
い肌印象に導きます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

▲

化粧水・美容液は配合された成分の色の
影響により、淡いピンク色をしています。
光の影響による退色を防ぐため、
必ず日光のあたらない暗い所で保管して
ください。

BXシリーズ製品の色に関して

目元用クリーム

クリーム エイジングケア★

10mL 品  

番 1506¥17,280（税込）

シーボン

コンセントレートプラス 
アイトリートメント
澄み渡るような、若 し々い印象の目元へ
他の部位と比べて皮膚が薄く乾燥しやすい目
元にうるおいとハリを与え、若々しい印象へと
導く目元用クリームです。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

【使用量】
下まで押し切って1プッシュ（両目）

【使用量】
あずき粒2〜3粒

【使用量】
あずき粒2〜3粒

シーボン

コンセントレートプラス 
バイタルクリーム
深く豊かなうるおいとハリで満たされ
たツヤのある肌へ
睡眠時の肌へ集中的にアプローチし、弾むよう
なハリを与えるクリームです。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

37g 品  

番 1505¥43,200（税込）

クリーム

クリーム エイジングケア★

シーボン

コンセントレートプラス 
クリーム
のばすほどにしっとり。なめらか艶肌へ
肌をすべるようにのびて密着。うるおいをしっ
かり閉じ込めて、肌バリアをサポート。なめらか
で健やかな肌へと導きます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

37g 品  

番 1510¥32,400（税込）

クリーム

エイジングケア★保　湿クリーム
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フェイシャリストオム

シーバムウォッシュ
汚れも皮脂もすっきり落とす、
シェービングにも使える泡洗顔料
泡で出てくるフォーマータイプの洗顔料。肌に
やさしいアミノ酸系洗浄成分が、テカり感や
ベタつき、ニキビを防ぎます。 

200mL 品  

番 2551¥3,240（税込）

150mL 品  

番 2552¥3,672（税込）

洗顔料

男性用スキンケア洗顔料BP対象外

フェイシャリストオム

バイタルローション
角質層のすみずみまでぐんぐん浸透し、
引き締まったクリアな肌へと導く化粧水
角質層の内部を素早くうるおす化粧水。みずみ
ずしい質感で肌にスーッと広がり、素早くなじ
みます。
無着色※　※合成着色剤無配合

化粧水

男性用スキンケア化粧水BP対象外

フェイシャリストオム

アクティブエッセンス
生き生きとしたハリ・ツヤを与える、
エイジングケア★美容液
たっぷりと水分を含んだみずみずしい質感で
スーッと肌になじみます。ベタつかずさらっと
仕上がりながらもしっとりなめらかな肌へ導
きます。

美容液

男性用スキンケア美容液BP対象外

FACIALIST HOMME SERIES
フェイシャリストオムシリーズ

男性用スキンケア男性特有の肌トラブルにアプローチ

水またはぬるま湯で肌を軽くぬらしてから、フェイシャリストオム 
シーバムウォッシュを適量（4プッシュ）手にとり、肌に泡を密着させ
ながら、ふんわりと手で包み込むようにやさしく洗います。このとき、
肌を傷める原因となりますので、ゴシゴシこすらないように気をつ
けてください。その後、たっぷりの水またはぬるま湯でよくすすぎま
す。髪の生え際、フェイスラインなどはすすぎ残しがないよう注意し
てください。

●ひげを剃る場合には、泡がある状態で剃ってください。

●電気シェーバーをご使用の場合には、必ず「ウェットシェービング」
ができるタイプの電気シェーバーをご使用ください。それ以外の機
種でお使いになると、故障の原因となります。お持ちの電気シェー
バーの機能をお確かめのうえお使いください。

シーバムウォッシュの使い方

100mL 品  

番 2553¥4,320（税込）

★年齢肌にハリやうるおいを与えること

【使用量】
4プッシュ

シーボン

UVメイクアップエッセンス
日中の刺激から肌を保護する美容液
メイクアップベースの働きを持つ、朝のスキン
ケアのためのエッセンス。肌にスーッとなじん
でベタつかない爽やかな使い心地です。　
無着色※　※合成着色剤無配合

40g 品  

番1000583¥5,616（税込）

保護エッセンス

ベーシックケア

DAILY CARE PLUS
デイリーケアプラス

毎日のケアに欠かせないアイテム

【使用量】
あずき粒2〜3粒

化粧水やクリームなどで肌を整えた後、使用します。清潔な手のひらに
メイク下地を適量とります。
指先を使って少量ずつ額、両頬、鼻、あごにおき、顔全体にのばします。
ムラにならないように凹凸部分にもていねいになじませます。

メイク下地の使い方

30g 品  

番 836¥6,480（税込）

フェイシャリストセンシティブ

モイスチャライザーS
デリケートな肌を刺激から守る…
柔らかな感触の敏感肌用クリーム
美肌成分スクワラン（保湿成分）が、うるおい
のヴェールとなって肌をコーティングします。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

クリーム

敏　感クリーム

【使用量】
適量

100mL 品  

番 835¥5,400（税込）

フェイシャリストセンシティブ

マイルドローションS
荒れた肌表面を保護しながら、…
みずみずしい肌へ導く敏感肌用化粧水
やさしくなじみ、刺激を受けやすい肌にたっぷ
りとうるおいを補給します。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

医 薬 部 外 品

化粧水

敏　感化粧水

FACIALIST SENSITIVE SERIES
フェイシャリストセンシティブシリーズ

敏　感刺激を感じやすくなった肌を健やかに保つためのシリーズ

【使用量】
下まで押し切って
2プッシュ

シーボン

リフレッシングクリア
なめらかで澄んだ肌へ整える…
ソフトスクラブ入りのマスク

「マッサージ」「パック」が一度にでき、入浴中に
も使えるパック。 軽くマッサージすることでク
リームが肌にやさしくなじみ、2種のソフトスク
ラブが毛穴の汚れを取り除きます。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

マスク（スクラブマスク）

くすみパック ＊1

80g 品  

番324010¥5,184（税込）

＊1  汚れや古い角質による

【使用量】
500円玉大

※フェイシャリストオムは、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。

【使用量】
適量

31 32



シーボン

スポットスムーサー
ひじ・ひざ・かかとにうるおいを与える
保湿ジェル
カサつく肌や硬くなった肌の角質をなめらか
に整えます。
無着色※　※合成着色剤無配合 

80g 品  

番 441¥4,320（税込）

ボディ用保湿ジェル

保　湿ボディ 保　湿ボディ

BODY CARE
ボディケア

ボディケア全身を美しく導くボディケアアイテム

医 薬 部 外 品シーボン

ME ボディエッセンスS1
ハリとうるおいのある肌へ導く
ボディ用美容液
サラリとした使用感で、使い続けるごとに乾燥を
防ぎ、ハリとうるおいのあるボディへと導きます。
柔らかなローズの香り。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

200mL 品  

番1000476¥9,504（税込）

ボディ用美容液

医 薬 部 外 品シーボン

VC ボディエッセンス MD
年齢を重ねても透明感のあるみずみず
しい素肌へ導く、ボディ用美白＊美容液
日やけによるシミ・ソバカスの原因であるメラ
ニンにアプローチし、透明感ある肌へ導く美白＊

エッセンス。ジェルタイプのみずみずしい感触
で、サラッと軽い使いごこちです。
無着色※　※合成着色剤無配合

＊メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ

200mL 品  

番 443¥9,504（税込）

シーボン

モイストボディソープ
肌に大切なうるおいを保ちながら、…
汚れを落とすボディソープ
アミノ酸系の洗浄成分が肌をやさしくいたわり
ながら、しっとりと洗い上げます。やさしく包み
込んで魅了するローズの香り。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

700mL 品  

番 449¥3,240（税込）

ボディ用美容液 ボディソープ

シーボン

カンビセイ
ナチュラルグロウオイル
傷んだ髪のダメージを補修して、毛先
まで指どおりのよい艶やかな髪へ
ふんわりとした自然なボリュームをくずさず、髪
に美しいツヤを与える仕上げ用ヘアオイルで
す。 カラーリングなどにより傷んだ毛先もしっと
りとまとめます。 

30mL 品  

番 875¥3,024（税込）
スタイリングの前やシャンプー後など、1日
1〜2回のご使用をおすすめします。

洗い流さないトリートメント

乾いた髪やタオルドライした髪に使用します。
適量を手にとり手のひらでよくのばしてから、毛先を中心に
髪に塗布しなじませます。

カンビセイ ナチュラルグロウオイルの使い方

美　白 ＊ボディ ボディ

シーボン

カンビセイ
スカルプトリートメント

250g 品  

番 2903¥3,456（税込）

医 薬 部 外 品

550mL 品  

番 2902¥5,292（税込）

250mL 品  

番 2901¥3,024（税込）

薬用シャンプー

550mL250mL

薬用ヘアトリートメント

シーボン

カンビセイ
スカルプシャンプー
濃密な泡が優しく包み込み、
健やかな髪と頭皮へ
髪をやさしくいたわりながらハリ・コシを与え、
地肌を健やかに保ち、うるおいを与えて頭皮環
境を整える薬用シャンプーです。毛穴につまっ
た皮脂や汚れをスッキリと取り除きます。

医 薬 部 外 品

C'BON KANBISEI SERIES
シーボン カンビセイシリーズ

スカルプケア健やかな地肌と美しい髪へ導くヘアケアシリーズ

髪のダメージを集中補修し、
ツヤとしなやかなコシのある髪へ
髪にうるおいを与えてやさしくいたわりながらハ
リ・コシを与える薬用ヘアトリートメント。地肌を
健やかに保ち頭皮環境を整え、コクのあるクリー
ムが毛先までしっかり浸透します。毛髪補修成分
がキューティクルを補修し、うるおいをチャージ
します。

シーボン

カンビセイ
スカルプエッセンスEX
育毛・養毛・抜け毛をケア…
美しい髪を育む環境へ
ヘアサイクルの様々な角度から育毛・養毛をサ
ポート。頭皮環境を整えながら、発毛を促進し
ます。

150mL 品  

番 2904¥5,832（税込）

医 薬 部 外 品

薬用育毛剤

洗髪後やスタイリング前などに使用します。適量を塗布し、
すぐに指の腹でなじませます。
1ヶ所1〜2プッシュで5ヶ所くらいに塗布すると頭皮全体に
いきわたりやすくなります。その後、軽くマッサージします。 
朝、晩など1日2回程度ご使用ください。

※洗髪後は水気をふき取った後、または
　乾いた頭皮にご使用ください。

カンビセイ スカルプエッセンスEXの使い方

シーボン

カンビセイ
スカルプクレンジングオイル
毛穴の汚れを溶かし出し、皮脂詰まり
をスッキリオフ
シャンプー前の乾いた頭皮に、マッサージする
ようにもみこむことで、皮脂詰まりなどを地肌
から浮かせて取り去ります。

20mL×3本 品  

番 874¥3,888（税込）

頭皮用クレンジング＆マッサージオイル

シャンプー前の髪と頭皮が乾いた状態で使用します。
頭皮につけやすいように髪を分け、適量を容器のノズルから直接塗
布して頭皮全体にまんべんなくいきわたらせます。
5本の指の腹を使ってゆっくりと頭皮を引き上げるように軽くマッ
サージをし、頭皮全体になじませます。
すすいだお湯が透明になるまでまんべんなくよくすすぎ、その後、
シャンプーをします。

10日に2〜3回のスペシャルケアとして使用
することで、頭皮環境を整え、髪の根元から
ハリ・コシ・輝きを保ちます。1回の使用目
安は1/2〜1/3本（1ヶ月で3本）。

カンビセイ スカルプクレンジングオイルの使い方
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容量・12g 品  

番 2044¥6,480（税込）

リフィル 品  

番 2008¥5,400（税込）

シーボン

酵素美人－桃
香り高く優しい白桃味
野草源酵素®にヒアルロン酸、コラーゲンペプ
チドを配合した、長野・山梨産白桃果汁入りの
酢飲料です。

ドリンク

健康食品BP対象外

5倍濃縮…清涼飲料水

720mL 品  

番 2601¥2,592（税込）

一般価格　￥3,024（税込）

シーボン

酵素美人－緑
甘酸っぱくてフルーティーな
キウイフルーツ味
野草源酵素®にピクノジェノール®＊1、吸収型ユ
ニカル、コエンザイムＱ10を配合したキウイフ
ルーツの果汁入りの酢飲料です。

ドリンク

健康食品BP対象外

シーボン

酵素美人－赤
爽やかな酸味と程よい甘さのピンク
グレープフルーツ味
野草源酵素®にコエンザイムQ10、乳酸菌発酵
液を配合した、ピンクグレープフルーツ果汁入
りの酢飲料です。

ドリンク

健康食品BP対象外

HEALTH FOOD
健康食品

健康食品こだわりの原料で、美味しさを追求しています

5倍濃縮…清涼飲料水

720mL 品  

番 696¥2,592（税込）

＊1  ピクノジェノール®はホーファリサーチ社の登録商標です。
一般価格　￥3,024（税込）

5倍濃縮…清涼飲料水

720mL 品  

番 673¥2,592（税込）

一般価格　￥3,024（税込）

シーボン

フィットTWO WAYパクト
（2WAYファンデーション）スポンジ付
透明感ある自然な肌色に仕上げ、気になるトラブルもしっかりカバー

日本人の肌色にマッチする色味を厳選。白浮
きせず、つけるほどに上質の美肌へ。汗や皮
脂に崩れにくく、シミ、ソバカス、毛穴をしっか
りカバー。肌への密着力が高く、メイク直しを
忘れるほど、つけたての美しさが続きます。
* SPF23/PA＋＋
* 水あり、水なし両方でお使いいただけます。
* パレット：縦120×横64×高さ15mm

パウダーファンデーション

メイク

FOUNDATION
ファンデーション

ベースメイク美しい肌を演出するベースメイク

ライトベージュ
黄みよりの
自然な肌色

F03

カラーチャート

＊1  年齢を重ねた肌の乾燥やキメの乱れ

シーボン

デコルテクリームS
高貴で華やかな香り漂う…
ふんわり軽いシルクのような…
デコルテ用クリーム
年齢サイン＊1の現れやすいデリケートな首
元とデコルテにうるお いとハリを与える保
湿クリーム。

30g 品  

番 695¥4,320（税込）

デコルテクリーム

シーボン

ビューティレッグトリートメント
ひきしまった輝く素肌へと導く
レッグ用ジェルクリーム
マッサージ料としても使えるジェルクリームです。
女性たちが抱える脚の肌悩みに着目しました。　
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

110g 品  

番 938¥6,480（税込）

シーボン 

モイストハンドクリーム
乾燥から手肌を守り、うるおいに満ち
た手肌へ導くハンドクリーム
伸びの良いクリームで手肌全体をやさしく包
み込み、うるおいを与えながらなめらかに保つ
ハンドクリーム。
無着色※・エタノールフリー　※合成着色剤無配合

60g 品  

番 635¥1,620（税込）

ひきしめ

レッグ用ジェルクリーム

ハンドクリーム

肌を清潔にした後、シーボン ビューティレッグ
トリートメントを適量（2〜3プッシュ）手にとり、
脚の乾燥などが気になる部分になじませます。
もう一方の脚も同様に行います。 
※使用する部位や範囲により量を調整してください。

ビューティレッグトリートメントの
使い方

ボディ

保　湿ボディ 保　湿ボディ

※酵素美人・酵母美人は、ビューティアップ・ポイントへの還元および換算率の更新金額対象外です。BPの詳細についてはP37をご覧ください。
※酵素美人・酵母美人は保存料を使用しておりませんので、開栓後は冷蔵庫に保管しお早めにお召し上がりください。また、使用している果実の
　特質により賞味期限が異なります。期限が事由の返品交換はお受けしておりません。予めご了承ください。

シーボン

酵母美人－カシス
カシスの果実味たっぷりの発酵飲料
ニュージーランドの強い紫外線に負けずアント
シアニンを豊富に貯えながら育ったカシスと、
日本の伝統的な酵母発酵技術を用い、素材の
美味しさを引き出した発酵飲料です。

シーボン

酵母美人－カムカム
ビタミンＣが豊富なカムカムを
使用した発酵飲料
ペルーのアマゾン原産のビタミンＣが豊富な
フルーツ「カムカム」と、日本の伝統的な酵母発
酵技術を用い、素材の美味しさを引き出した発
酵飲料です。

ドリンク

健康食品BP対象外

ドリンク

健康食品BP対象外

5倍濃縮…発酵飲料

720mL 品  

番 2605¥3,780（税込）

5倍濃縮…発酵飲料

720mL 品  

番 2604¥3,780税込）

新潟県妙高山の麓で収穫された野菜をはじめ、野草、果物、
木の実、キノコ、海藻など61種類の素材からなる発酵原液

「野草源酵素®」入り。

酵素美人は61種類の素材からなる
発酵原液「野草源酵素®」配合

・冷水や炭酸水で5倍に希釈してシンプルに
・牛乳で割るとトロみがついてデザート風に
・焼酎やビールで割ってカクテル風に

飲み方
アレンジ例
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� FACIALIST�SALON美しさをつくる場所

■北海道・東北
札幌店
秋田泉店※

盛岡店※

仙台店

■北関東
宇都宮店
真岡店※

佐野店
太田店
伊勢崎店
前橋リリカ店
高崎店
水戸店
笠間店※

■埼玉店
大宮店
久喜パークタウン店

浦和店
熊谷店
川越店
入間店
所沢店
志木店
川口店
春日部店
イオン南越谷店
草加店

■千葉県
千葉店
ワンズモール千葉長沼店
八千代緑が丘店
津田沼店
船橋店
市川店
松戸店

柏店
浦安店

■東京都
GINZA
銀座三愛店
新宿東口店
新宿西口店
赤羽店
池袋店
渋谷店
三軒茶屋店
経堂店
二子玉川店
自由が丘南口店
自由が丘店
大井町店
蒲田店
新小岩店

錦糸町店
門前仲町店
北千住店
上野御徒町店
中野店
吉祥寺店
国分寺店
立川店
調布店
府中店
八王子店
町田店

■神奈川県
横浜店
青葉台店
あざみ野店
溝の口店
上大岡店

大船店
藤沢店
横須賀店
新百合ヶ丘店
橋本店
伊勢原店
海老名店

■北陸
富山店
金沢御経塚店

■東海
静岡店
沼津店
富士店
浜松店
名古屋スパイラルタワーズ店
名古屋栄店
名古屋植田店

豊橋店
豊田店
イオンモール各務原店
四日市店

■関西
梅田店
大阪ヒルトンプラザ店
なんば店
天王寺店
江坂オッツ店
高槻店
枚方店
尼崎店
三宮店
京都店

■中国
広島店
岡山店
倉敷店

■九州
福岡店
春日原店
小倉店
長崎駅前店
佐世保店
熊本下通り店
熊本健軍店
大分店
宮崎店
鹿児島店

シーボン.の会員特典

シーボン.のホームケア製品※をご購入いただいたお客様は、「シーボン.会員」として登録させていただきます。
また、ホームケア製品のご購入金額に応じて「ビューティアップ・ポイント」が発生。
1BP（ビューティアップ・ポイント）で1回、シーボン.フェイシャリストサロンでのフェイシャルサービスが受けられます。

ただし、❶の場合もご購入の都度、その当日を含む過去1年間の
ホームケア製品ご購入累計金額が16万円に達した時点で、換算率が変更になります。

※ビューティアップ・ポイント換算についての金額表示はすべて税抜き価格です　※ビューティアップ・ポイントの有効期限は、ポイント発生から1年間です
※特典に関する最新の情報はhttp://www.cbon.co.jp/net/cbon/about_bp.aspxに記載しております
※ホームケア製品とは、カタログに BP対象外  と記載があるもの以外の製品です

※株主優待引き換え金額には、ビューティアップ・ポイントは進呈されません。

ただし、保有条件に応じた優待金額を超えてお申込いただいた場合、
超過分のお支払は株主様のご負担となり、ビューティアップ・ポイントの対象となります。（一部対象外の製品がございます。）

初回ご購入日（入会日）から1年間は、ホームケア製品10,000円（税抜）ご購入ごと、1ビューティアップ・ポイントに換算いたします。 
※ポイント発生に満たなかった金額（端数）は次回以降のご購入時に繰り越します
2年目以降は、過去1年間のホームケア製品ご購入金額に応じて換算率が異なります。

全国フェイシャリストサロンのご案内

シーボン.フェイシャリストサロン一覧

5,000円 15,000円
優待金額分（ビューティアップ・ポイント対象外） 優待金額超過分（ビューティアップ・ポイント対象）

例）優待金額が5,000円で、 
合計20,000円（税込）分を選択。

10,000円＝1BP

4/1（ご入会） 4/1 4/1

以降、年間ホームケア製品ご購入累計金額
に応じて、換算率が変更されます。

8,000円＝1BP ※最長1年間

❶ 年間ホームケア製品ご購入累計金額16万円未満の場合

❷ 年間ホームケア製品ご購入累計金額16万円以上の場合

2年目以降1年目

1
ビューティアップ・
ポイント

［ 例 ］

4/1（ご入会） 10/15 4/1

2年目以降1年目

8,000円＝1BP ※最長1年間

6/10 6/10

以降、年間ホームケア製品
ご購入累計金額に応じて、
換算率が変更されます。

10,000円＝1BP

最新ご購入日を含む1年間のホームケア製品
ご購入累計金額（16万円以上）

10,000円＝1BP

ビューティアップ・ポイント（BP）への換算について

ホームケア製品（化粧品）の
ご購入

ご購入金額に応じて
ビューティアップ・ポイントを

プレゼント

1ビューティアップ・ポイントで、
サロンケアが1回無料で

受けられます。

4万円
購入

8万円
購入

8万円
購入

肌本来の美しさへ導く
東洋式美顔マッサージ
36ヶ所の美肌ポイントをゆっくり押さえなが
ら刺激を与えることで、めぐりを促し、肌が
本来持っている美しさを引き出します。

より理想の肌へ近づくために
スキンケアアドバイス
体調や気候による肌変化を確認した上で、
お客様おひとりおひとりの肌状態に合った
化粧品をプロのフェイシャリストがご提案。
朝晩の正しいケア、効果的な使い方でより
確実に、理想の美肌へと導きます。

肌状態がひと目でわかる
肌チェック
フェイシャルコンピュータで、定期的にお客
様の肌状態をチェック。ご自身の目でスキン
ケア後のお肌をご確認いただけます。

〜肌本来の美しさを引き出す〜 シーボン.フェイシャリストサロンでは、美肌づくりのためのサポートをさせていた
だきます。定期的なサロンケアで、より早く、より確実に“なりたい肌”へ導きます。

※印は株式会社シーボンと販売契約を締結し、シーボン.直営店と同じ製品、サービスを提供する販売代理店です。
※住所の詳細は、http://www.cbon.co.jp/net/reserve/storelist.aspx

●C'BON BeautyOasisでは、株主様モニターの対応はしておりません。

ご注意
●対象年齢は、20歳以上の方となります。　●フェイシャリストサロンは、女性専用です。男性の入店をお断りしておりますのでご了承ください。　●コンタクトレンズをご
利用の方は、コンタクトケースをご持参ください。　●お手入れの際、お肌への負担となる場合がございますので、ご予約日の前日と当日の顔そり等はご遠慮ください。　
●お肌状態、ご体調（妊娠中）により、お手入れをお断りさせていただく場合もございますので、ご了承ください。　●優待品のお渡しはできませんので、ご了承ください。
●託児施設の用意がございませんので、お子様同伴でのご来店はお断りさせていただいております。ご了承ください。

シーボン美癒�六本木本店（フェイシャル）※ビューティアップ・ポイントへの換算は優待金額超過分から消費税相当分を差し引いて換算いたします。

2018年 4月現在
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