
Your skin will feel refreshed as awakening from a good night’s sleep,

so you can look ahead to the day with conf idence. 



空の夜明け、それは美の目覚め
『空の夜明け』を意味するブランド名「ルシエル ド ローブ」は、女性の肌が徐々

に明るく美しくなることで、表情や心までも明るく輝かせるという意味が込め

られています。「エステ仕様の化粧品を、自宅でも使用してもらいたい」という

想いから製品開発されたルシエル ド ローブ。心地よい眠りから目覚めたような

印象を肌に感じ、その日一日を前向きな気持ちで過ごしたい。そんな想いで、

毎日を美しく輝きたいと願うあなたへ。



※１ 保湿成分が浸透しやすくなる保水技術　※２ 角質層まで

ルシエル ド ローブで、
「艶凛肌」へ。
ルシエル ド ローブを開発するにあたり、意識したのは『キメ細かく艶が
ある肌であること』。こだわったのは、ベースとなる浸透圧水※1。そして
東洋由来の和漢植物エキスを配合しました。

PRODUCTS

SKINCARE  METHOD

イチョウ葉エキス
ドイツ、フランスでは皮膚科学的にも注目されている
「イチョウ葉エキス」。そのパワーの秘密は、整肌作用が
非常に高いフラボノイドとマッサージのサポート効果
のある特有成分ギンコライドです。これらの成分が
肌の環境を整え、透明感を与えます。

こだわりの水
「水」を究め「水」にこだわり、体液に近い水「浸透
圧水※1」を採用。肌に必要な潤いを素早く浸透※2させ、
留める「浸透圧水※1」は年齢肌へアプローチする成分
を閉じ込めます。

ルシエル ド ローブ
モイスト クレンジング
ミルク
【 クレンジング 】180g
6,600円（税込）

保湿クリームのようにしなやか。
肌を柔らかく保湿しながらメイ
クを落とすクレンジングミルク
です。

ルシエル ド ローブ
エンリッチ ウォッシング
フォーム
【 洗顔フォーム 】120g
5,500円（税込）

肌に必要な潤いを守り、吸い付
くようなもっちり肌に導く洗顔
フォームです。

ルシエル ド ローブ
モイスト ローション
【 化粧水 】120mL
7,700円（税込）

潤い成分により肌に艶と
輝きを。美容液のようなと
ろみのあるテクスチャーの
化粧水です。

ルシエル ド ローブ
オリエント セラム
【 美容液 】30mL
11,880円（税込）

くもりのない、クリアな素肌
へ。紫外線トラブルや乾燥
を防ぐ美容液です。

ルシエル ド ローブ
プレミアム セラム
【 美容液 】30mL
15,180円（税込）

年齢サイン、ハリ・弾力不足
が気になりはじめた肌に
おすすめの美容液です。

モイスト クレンジング ミルク
適量を顔全体に広げ、メイクとなじ
ませた後、ぬるま湯で洗い流します。
使用量 ： さくらんぼ大

エンリッチ ウォッシング フォーム
適量を水で泡立て、肌と手の間で泡
を転がすようにして洗い、ぬるま湯
か水で洗い流します。
使用量 ： 約2cm

モイスト ローション
顔全体になじませます。仕上げに手
のひらで顔全体を包み込むように
優しくプレスします。
使用量 ： ディスペンサー3回

オリエント セラム
顔のすみずみまで全体に伸
ばし、丁寧になじませます。
使用量 ： ディスペンサー１回

STEP.1
クレンジング

STEP.2
洗　顔

STEP.3
化粧水

つや       りん



ルシエル ド ローブ
モイスト ローション
【 化粧水 】120mL
7,700円（税込）

潤い成分により肌に艶と
輝きを。美容液のようなと
ろみのあるテクスチャーの
化粧水です。

ルシエル ド ローブ
オリエント セラム
【 美容液 】30mL
11,880円（税込）

くもりのない、クリアな素肌
へ。紫外線トラブルや乾燥
を防ぐ美容液です。

ルシエル ド ローブ
プレミアム セラム
【 美容液 】30mL
15,180円（税込）

年齢サイン、ハリ・弾力不足
が気になりはじめた肌に
おすすめの美容液です。

ルシエル ド ローブ
ロイヤル  アイ クリーム
【 目元クリーム 】15g
14,080円（税込）

目もとのトラブルへアプローチ
する美容成分を厳選。潤ったハ
リのある明るい印象の目もと
へ導く保湿クリームです。

ルシエル ド ローブ
ロイヤル リッチ クリーム
【 保湿クリーム 】40g
19,800円（税込）

より贅沢な艶とハリを追求。
みずみずしさのヴェールが続く
スキンケアの最終ステップ用の
保湿クリームです。

ルシエル ド ローブ
エマルジョン ジェル
【 乳液ジェル 】100mL
8,580円（税込）

さっぱり、しっとり、潤いを与え
逃さないサラッとしたテクス
チャーながらしっかりと保湿し
てくれる乳液ジェルです。

ルシエル ド ローブ
UVヴェール EX
【 日やけ止め 】40g
6,380円（税込）

紫外線防止効果＋近赤外線
ケアにも着目。紫外線を防ぎ、
美容効果で肌を守る日焼け
止めクリームです。

紫外線防止
＋

近赤外線ケア
＋

美容効果

ルシエル ド ローブ　オーロラ フェイス マスク
【 シート状マスク 】5枚 7,700円（税込）

とろける密着感で
至福のひとときを。

まるで天使のヴェールのよう。

つけ心地も仕上がりの輝きもラグジュアリー。
エステシーンから生まれた感動のマスク美容をぜひあなたも。

繊維が長く柔らかいの
で、顔の凹凸に沿って肌
に吸い付くような一体
感が得られます。

オーロラフェイスマスク

短い繊維のシートは
キメが粗く固いため、
時間が経つとともに
はがれやすくなります。

短繊維のマスク

サロン専売
スペシャル
ケア

デリケートな目元の悩みに
弾力・ハリ・潤いを チャージ
する目元用美容液。

ルシエル ド ローブ
プリズム アイ
【 目元美容液 】
1.5ml×10本
33,000円（税込）

美しさの印象は目元まわりから

目元集中ケア

綿花の
種の産毛
100%

オリエント セラム
顔のすみずみまで全体に伸
ばし、丁寧になじませます。
使用量 ： ディスペンサー１回

プレミアム セラム
顔のすみずみまで全体に伸
ばし、丁寧になじませます。
使用量 ： ディスペンサー１回

エマルジョン ジェル
顔の中心から外側へとやさしく伸
ばします。仕上げに顔全体を包み
込むように、優しくプレスします。
使用量 ： ディスペンサー2回

ロイヤル リッチ クリーム
付属のスパチュラでパール粒大
を 取り、顔全体になじませた後、
顔全体を優しくプレスします。
使用量 ： パール粒大

ロイヤル アイ クリーム
目もとまわりに塗布し、指の腹を
使って優しく押さえるようになじ
ませます。
使用量 ： ディスペンサー１回

オーロラ  フェイス マスク
顔全体にのせたあと、軽く押さえな
がら密着させます。15～20分後、
マスクをはがし、美容液を肌になじ
ませます。

UVヴェール  EX
毎朝のお手入れの仕上げとして、
パール粒大をお顔全体になじませ
ます。
使用量 ： パール粒大

STEP.4
美容液

STEP.5
乳 液

STEP.6
クリーム

SPECIAL CARE
目もと美容液

SPECIAL CARE
マスク

SUN
PROTECTION
日焼け止め



株式会社アクシージア

〒160-0023  東京都新宿区西新宿6 - 3 -1  新宿アイランド・ウイング 2F
e-mail :  info@axxzia .co. jp　URL : www.axxzia .co. jp

【 製品に関するお問い合わせ 】 TEL. 03-6304-5835 ［電話受付］ 10：00～19：00（平日のみ）

※表示価格はメーカー希望小売価格です。 L020-PAM10


