
もっと手軽に、隙のない守りを。
ＵＶストレスに立ち向かう。

2022

● UVストレス：乾燥などの紫外線ダメージ

いつでもシュッと塗り直し、美肌を守る新習慣。

こんなところの塗り直しにおすすめ！

ご使用法
パウダー入りのため、10回程度よく振ってからお使いください。
お顔に使用する場合は、目と口をとじて15～20cm離し、顔全体に適量をスプレーしてください。その後、手のひらで軽くおさえること
をおすすめします。落とすときは普段お使いの洗浄料やクレンジングフォームをご使用ください。

＊1 PVP、プルラン、ポリクオタニウム-51（全て保湿成分）　＊2 乾燥・日やけ・肌あれなど　＊3  保湿成分
● 外的ストレス：乾燥、紫外線など

※スプレーは容器を立ててお使いください。

お顔に 首の後ろや足の甲などの塗りにくい部分にも

大気の汚れなどの外的ストレスに着目。動きに強く、密着力のある
「ストレッチプロテクト処方＊1」を採用したミストで、紫外線による肌
トラブル＊2から肌を守り、すこやかに美しく保ちます。

［お顔・身体用］

レイセラ プロテクターUVミスト

80mL  ¥3,000（税込¥3,300）
6700

NEW

オウゴン根エキス＊3　
セイヨウナツユキソウ花エキス＊3

ドクダミエキス＊3　
クインスシードエキス＊3

SPF 32
PA++

● 外的ストレスブロック

無着色・無鉱物油・パッチテスト済み・アレルギーテスト済み 

※パッチテストとは、お肌に化粧品を貼ってテストする方法です。 ※全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。



強力UVカットアイテム
うるおいながら、最高レベルでUVカット。

薬用プロテクターUVクリーム、プロテクターUVミルク…セラミドエッセンスカプセル（Nーステアロイルフィトスフィンゴシン［セラミド3］：保湿剤、コレステロール：基剤、水素添加大豆リン脂質［水添レシチン］、ステアロイ
ルグルタミン酸Na：乳化剤）＊5、キープモイスチュアオイル（ピバリン酸イソステアリル［ネオペンタン酸イソステアリル］：保湿剤）＊5　
プロテクターUVジェル…セラミドエッセンスカプセル（セラミドNP：保湿剤、コレステロール：基剤、水添レシチン、ステアロイルグルタミン酸Na：乳化剤）、スーパーキープモイスチュア成分（アセチルヒアルロン酸Na、ヒア
ルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、アセチルヒドロキシプロリン） 

＊1 微粒子酸化チタン、メチルシロキサン網状重合体　＊2 トリメチルシロキシケイ酸、ポリメチルシルセスキオキサン、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー：皮膜形成剤　＊3 トリポリヒドロキシステアリン酸
ジぺンタエリスリチル（保湿成分）　＊4 乾燥など　＊5 プロテクターUVミルクには［ ］内の成分名で配合されています。

全品無着色・無鉱物油・パッチテスト済み・アレルギーテスト済み 

※パッチテストとは、お肌に化粧品を貼ってテストする方法です。 ※全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。 

肌をみずみずしく保つ、保湿成分配合。スキンケア効果

［お顔用］

スキンケア効果

メイク下地にも
ウォーター
プルーフ

SPF 50+
PA++++

レイセラ 
薬用プロテクターUVクリーム

14種類の植物エキス　肌補正酸化チタン＊1

6658   35g  ¥3,500（税込¥3,850）
販売名 N薬用UVクリームb医薬部外品

最高レベルのUVカット力。
肌のうるおいずっと続く。

なめらかな使い心地で肌に隙なくのび、
紫外線を強力カット。
メイクアップベースとしても。

スーパーウォータープルーフで、
全身を強力にガード。

米国FDA基準のウォータープルーフ力。
白浮きせず、肌に柔軟にフィットします。

［身体・お顔用］

レイセラ プロテクターUVミルク

14種類の植物エキス 　アクティブフィットベール＊2

6659   70mL  ¥3,500（税込¥3,850） 6699   70g  ¥3,700（税込¥4,070）

スーパー
ウォーター
プルーフ

スキンケア効果SPF 50+
PA++++

みずみずしいジェルが密着し、
全身隙なく快適UVカット。

ウォーターベースでべたつかず、
快適に肌を守ります。
洗顔料やボディソープで落とせます。
［お顔・身体用］

レイセラ プロテクターUVジェル

14種類の植物エキス　高密着オイル＊3

スキンケア効果SPF 50+
PA++++

紫外線ダメージ＊4から肌を守る植物エキスを配合。紫外
線ダメージによって乱れたバリア機能のサポートや保湿
効果により、うるおいに満ちた素肌をキープします。

イリス グレープフルーツ シモツケソウ スイカズラ 海藻

オウバクブドウ キウイ サボンソウ

エチナシローズマリー シャクヤク ヒオウギ レンゲソウ

厳選された14種類の植物エキス配合
強力UVカットアイテム共通



薬用ブライトニングセラムUV、薬用ブライトニング コンシーラーUV…キープモイスチュア成分（ヒアルロン酸ナトリウム（2）、水溶性コラーゲン液（4）、Lーオキシプロリン）

＊ メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
● 外的ストレス：乾燥、紫外線、空気中の微粒子など

肌をみずみずしく保つ、保湿成分配合。スキンケア効果

気になる部分をカバーしながら
集中美白&UVカット。

シミ・ソバカスをカバーし、均一で明るい肌へ。

レイセラ  
薬用ブライトニング コンシーラーUV ◇

スキンケア効果SPF 50+
PA++++

販売名 N薬用UVコンシーラーa医薬部外品

美白&UVカットを1本で叶える
日中用美容液。

みずみずしい使い心地で美白しながら、
紫外線をカット。メイクアップベースとしても。
［お顔用］

レイセラ
薬用ブライトニングセラムUV  ◆

スキンケア効果SPF 28
PA++ メイク下地にも

販売名 N薬用UVセラムa医薬部外品

● 美白成分：アルブチン
● 外的ストレスブロック

 ● 美白成分：ビタミンC誘導体
　（リン酸L－アスコルビルマグネシウム（D））
 ● 外的ストレスブロック

6660   50g  ¥4,800（税込¥5,280）

6669   3g  ¥3,200（税込¥3,520）

美白＋UVカットアイテム
1本で、美白*も、保湿も、UVカットも。

やさしい使い心地のUVカットアイテム
落とすときもやさしくオフ。敏感な肌をやさしく守ります。

ぬるま湯で落ちて、赤ちゃんや敏感肌にもやさしい。

みずみずしくのびる乳液タイプの日やけ止め。メイクアップベースとしても。

紫外線吸収剤無配合・
無香料・無着色・無鉱物油・
パラベンフリー・アルコールフリー

紫外線
吸収剤
無配合

敏感肌にも

メイク下地にも

SPF 28
PA+++

［お顔・身体用］

レイセラ ミルキーベビー UV ◆

6つの
フリー処方

6670   45g  ¥3,000（税込¥3,300）

◆印は無着色・無鉱物油・パッチテスト済み・アレルギーテスト済み  ◇印はパッチテスト済み・アレルギーテスト済み
※パッチテストとは、お肌に化粧品を貼ってテストする方法です。 ※全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。

日やけ止めの使い分け＆
こまめな塗り直しで美肌をキープ！

紫外線に負けず、美しい肌をキープするためには、シーン
に合った日やけ止めの選択が重要。
また、隙なく肌を守り抜くためには、2～3時間ごとの塗り
直しがおすすめです。

ワンポイントアドバイス

外出時は
UVカット効果が高く、

汗や皮脂に強いアイテムを！

おうち時間はぬるま湯や
せっけんで簡単オフできる
アイテムがおすすめ！

塗り直しは
スプレータイプが便利！
カバンに入れて
出かけましょう♪



＊1 （アクリレーツ／アクリル酸エチルヘキシル）クロスポリマー、酸化亜鉛　＊2 トリポリヒドロキシステアリン酸ジぺンタエリスリチル（保湿成分）　＊3 保湿成分　＊4 クダモノトケイソウ果実エキス（保湿成分）　
＊5 ホウケイ酸（Ca／Na）、酸化亜鉛　＊6 シリカ　＊7 合成フルオロフロゴパイト

専用ケース（スポンジ付）　6672  ¥1,500（税込¥1,650）

オイルキャッチパウダー＊1　高密着オイル＊2　
マカデミア種子油＊3　パッションフルーツエキス＊4

（ツーウェイタイプ）12g  各¥3,000（税込¥3,300）

透明感のある
美しい仕上がりを長時間キープ。

色むらを目立たなくし、肌表面をなめらかに整えます。

レイセラ プロテクターUV
ファンデーション リフィール

みずみずしく、なめらかに。
つけたての美しさが続く。

シーバムキャッチパウダー＊5　
マカデミア種子油＊3　パッションフルーツエキス＊4

（スポンジ付）30mL  各¥4,200（税込¥4,620）

毛穴の凹凸やくすみをカバーし、
長時間美しさが続きます。

レイセラ プロテクターUV
アクアリキッドファンデーション

なめらかにのびてフィットする
スティックファンデーション。

厚塗り感のない自然な仕上がりの肌に。

6671   ¥3,000（税込¥3,300）

レイセラ
プロテクターUVカットスティック

オイルキャッチパウダー＊1 　多孔質中空パウダー＊6

ゼニアオイ花エキス＊3　ザクロ果実エキス＊3

レイセラ
プロテクターUVフェイスパウダー

しっとりなじんで、つや感のある
仕上がりに。メイク直しにも。

クリアスムースパウダーがつやを与え、
透明感を演出。

（パフ付）　6697   12g  ¥3,900（税込¥4,290）

リフィール　R6698   12g  ¥2,500（税込¥2,750）  

シーバムキャッチパウダー＊5　クリアスムースパウダー＊7

マカデミア種子油＊3　パッションフルーツエキス＊4

ウォーター
プルーフ

SPF 30
PA+++

ウォーター
プルーフ

SPF 50+
PA++++

ウォーター
プルーフ

SPF 50+
PA++++

ウォーター
プルーフ

SPF 50+
PA++++

R6673

PK-02
ピンク02

R6674

NB-03
ナチュラル
ベージュ03

R6675

NB-04
ナチュラル
ベージュ04

R6677

NO-03
ナチュラル
オークル03

R6676

NO-02
ナチュラル
オークル02

6692

PK-02
ピンク02

6693

NB-03
ナチュラル
ベージュ03

6694

NB-04
ナチュラル
ベージュ04

6696

NO-03
ナチュラル
オークル03

6695

NO-02
ナチュラル
オークル02

ベースメイクアップアイテム
強力UVカットと美しい仕上がりを両立し、きれいが続く肌へ。
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※赤の数字は商品番号です。商品番号にRがついているのはリフィールのみの商品です。
※掲載商品の表示価格は、希望小売価格です。
※ご使用のパソコンやプリンターの状況により、掲載商品の色と現物が多少異なる場合がございます。

6654
グレイッシュブラウン

6655
ナチュラルブラウン

ウォーター
プルーフ

ケアアイテム

販売名 
Nレイセラ　薬用ローションu

医薬部外品

レイセラ 薬用アフターサンローション
ミニボトル

期間中、対象商品の中から￥12,000（税込￥13,200）以上お買い上げの方に、
クールな使い心地で、日やけ後のほてりと肌あれを防ぐ、

「レイセラ 薬用アフターサンローション」のミニボトル（50mL）を
プレゼントいたします。

※万一品切れの際はご了承ください。
* ノエビアスタイルは3/7～となります。

ブラック

ウォーター
プルーフ

レイセラ
アイライナー WP

目もとくっきり、
描きやすい細筆タイプ。

レイセラ 
アイブロウペンシル WP

グレイッシュブラウン

ウォーター
プルーフ

レイセラ 
リキッドアイブロウ WP

やわらかなタッチで、
自然な美眉をキープ。

汗・水・皮脂に強く、
美しい仕上がりが続く。

クールな使い心地で、
日やけ後のほてりを防ぐ。
［お顔・身体用］

レイセラ 
薬用アフターサンローション ◆

ウォータープルーフの
日やけ止めの
クレンジングに。
［お顔・身体用］

クレンジングリキッド

アロエベラ葉エキス＊
グレープフルーツ果実エキス＊

ウォータープルーフの
ファンデーションや
日やけ止めを素早くオフ。

クレンジングオイル

● 肌あれ防止成分:モモ葉エキス

ローズマリーエキス＊
セージエキス＊

販売名 Nレイセラ 薬用ローションu

医薬部外品

◆印は無着色・無鉱物油・パッチテスト済み・アレルギーテスト済み　※パッチテストとは、お肌に化粧品を貼ってテストする方法です。 ※全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。

＊ 保湿成分

ブラック

ウォーター
プルーフ

レイセラ 
ストロングマスカラ WP

漆黒まつ毛へきれいに
ボリュームアップ。

目もと口もとのメイクを
やさしくオフ。

ポイントメイクアップ
リムーバーN

200mL  ¥4,000（税込¥4,400）2942200mL  ¥4,000（税込¥4,400）2939200mL  ¥3,500（税込¥3,850）6650120mL    ¥2,000（税込¥2,200）2940

¥3,000（税込¥3,300）6657
¥2,300（税込¥2,530）6635

¥3,500（税込¥3,850）6636

各¥1,900（税込¥2,090）

アイメイクアップアイテム
汗・水・皮脂に強く、美しい目もとをキープ。

2022.
3.5 ～プレゼント！ *


