


敏感肌の皮膚科医が
お肌のことを考えぬいてたどりついたのは、

本当の無添加化粧品でした。

20年間、肌荒れに悩み続けた原因を探ると、

それはお肌に触れる様々なものに含まれる化学成分でした。

キレイなお肌に生まれ変わるためには、徹底的に刺激となる成分を取り除き、

本当に必要かつ安全な成分だけで化粧品を作ることが必要でした。

お肌は本来みずからうるおい、美しくなる力を持っています。

超敏感肌の美容皮膚科医、菅原由香子が開発したワイエスラボは、

お肌のみずからうるおう力を取り戻すための化粧品。

ひとりでも多くの女性たちが肌荒れから解放されて、美しく輝けるように。

こだわってこだわって作りあげました。



ワイエスラボは、
5つのことにこだわって
無添加化粧品をつくりました！

「一生懸命にお手入れしているのに、キレイになれない。」
女性としてこんなにつらいことはありません。
なのに、毎日のお手入れが逆にお肌を傷めているとしたら……。
実はこんな人が多いのです。私自身もそうでした。
一般の化粧品には、無添加、自然派とされるものにも
肌トラブルの原因になり得る物質が
含まれていることがあります。
お肌にとって不必要なものを取り去り、
必要なものだけを配合した
本当の無添加化粧品で正しくお手入れすれば、
きっとお肌は健康に、キレイになります。
悩める肌荒れ女子を救うのはワイエスラボのミッションです。

ワイエスラボ開発者　

菜の花皮膚科クリニック副院長

菅原由香子

お肌に一番大切なのは、皮脂膜や天然保湿因子と
いったお肌自体が作り出す保湿成分であり、「み
ずからうるおう力」です。合成界面活性剤入りの
クレンジング剤、洗顔フォームなどでその一番大
切な保湿成分を根こそぎ奪ってしまったあとに、
美容液などで保湿したとしても、お肌が作り出す
すばらしい成分の代用にはなりえません。

ワイエスラボはお肌への本当のやさしさをお約束します。

防腐剤
不使用

合成
界面活性剤

不使用

合成ポリマー
不使用

アルコール
不使用

旧指定成分
不使用

シリコン
不使用

タール色素
不使用

香料
不使用

タルク
不使用

ナノ粒子
不使用

金属
アレルギー

対応

どこよりも厳しい安心基準で
どこよりもお肌のことを考えた
化粧品をお届けしたい。

一番大切な
お肌がみずから
うるおう力を奪わない。

こだわり

1
こだわり

2
旧指定成分はもちろんのこと、原料の段階での
添加物も徹底排除。化粧品の使い勝手やつけ心
地などのために配合される他の合成界面活性剤や
防腐剤、香料、着色料なども無添加です。植物
エキスや抽出物についても、天然成分の抽出時に
アルコールやＢＧという物質が必要になるので、
配合を避けました。

お肌の刺激となる
物質は、原料段階から
とことん無添加。

こだわり
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防腐剤を一切使わない化粧水を作るには、水を
入れないで化粧液を作るしかありません。そこで
ワイエスラボは、水を配合することなく濃縮した保
湿成分だけを閉じ込める技術を開発。直前に手
のひらで新鮮な水を加えて溶かして使う方法を採
用し、これまでにない化粧水を作り上げました。
この技術は 3ヵ国で特許を取得しています。

特許取得の最新技術で
お肌に新鮮水の
うるおいを届ける。

こだわり

4
一見すると「容量が少ないのに高すぎる」と思わ
れる方もいらっしゃるかもしれませんが、全てが
美容成分であるワイエスラボの無添加化粧品は、
どうしても原価が上がってしまいます。お肌への
やさしさを追求し、ギリギリの価格でご提供して
おりますので、定期コースでも他社様ほどお値引
きすることが出来ないことをご容赦ください。

お肌へのやさしさと
クオリティを最優先した
ギリギリの価格。

こだわり
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STEP

1

ワイエスラボのアイテムラインナップ〈スキンケア/インナーケア〉

Basic Skin Care  基本のスキンケア

クレンジングオイル 
〈スクワランクレンジングオイル〉

100mL

浮かせて
落とす

STEP

2
濃密泡で
洗う

STEP

3
新鮮水で
うるおす

STEP

4
抗酸化で
まもる

Inner Care インナーケア

Special Care スペシャルケア

Basic Skin Care Set 基礎 4 点セット

お肌にとって必要なものだけでつくった本当の無添加化粧品、ワイエスラボ。
お肌の刺激となる可能性のあるものは徹底的に排除して、お肌がみずからうるおう力をサポートします。

モイスチャーローション
〈ヒアルロン酸濃縮化粧液〉

 9mL

 美容オイル
〈フラーレン配合美容オイル〉

 10mL

うるおい肌石鹸
〈洗顔石鹸〉
 85g

Travel Set トラベルセット

トラベルセット
〈基礎4点トラベルセット〉

約7日分

スキンケア基礎4点セット
〈クレンジングオイル100mL/うるおい肌石鹸85g/

モイスチャーローション9mL/美容オイル10mL〉  1～2カ月分

リップクリーム
〈フラーレン配合
リップクリーム〉 6g

モイストプラス
〈乳酸桿菌配合濃縮化粧液〉

 5mL

スキンオイル
〈美容オイル〉 

30mL

うるおい肌シートマスク
〈ヒアルロン酸シートマスク〉 

5枚入り

ハンドバーム
〈シアバター

ハンドクリーム〉 20g

リニアビューティ
〈水素サプリメント〉

〈健康補助食品〉120カプセル/60カプセル



Base Care Make  ベースケアメイク

パウダーファンデーション
（リフィル）全6色

 各11g

コントロールカラーパウダー
イエロー（リフィル）
〈フェースカラー〉 10g

フェイスパウダー
7.5g

〈メイクアップ/ヘアケア/アクセサリー〉
金属アレルギー対応のメイクアップ、お肌の刺激となりうる化学成分不使用のヘアケア。
使いやすくシンプルなアクセサリーまで、お肌へのやさしさを一番に考えています。

Foundation Set ファンデーションセット

ファンデーションセット
〈パウダーファンデーション・コンパクト・パフ3点セット〉

Accessories アクセサリー

Make up メイクアップ

洗顔用泡立て
ネット
〈うるおい肌石鹸用〉

パウダーチーク
全2色

〈チークカラー〉 

アイシャドウ
（リフィル）全6色   
〈アイカラー/アイブロウ〉

パウダー
専用パフ

リップグロス
ヌードピンク
〈リップグロス〉 6g

リップスティック
全4色
〈口紅〉

Hair Care ヘアケア

UV Care UVケア

 専用アプリケーター
〈パウダーシャンプー＆
パウダーリンス用〉

 パウダーシャンプー＆パウダーリンス  
〈無添加シャンプー＆リンス〉

各30袋　約1ヵ月分

ヘアオイル
〈ヘアケアオイル〉

30mL

パフ
 

アイシャドウケース
 

アイシャドウチップ
 

計量スプーン
 

コンパクト
 二段式

コンパクト
 

UVパウダー
〈日焼け止めパウダー〉 

10g

SPF
50
PA++++

+金属アレルギー対応
パッチテスト済み



Basic Skin Care Basic Skin Care

クレンジングオイル 
〈スクワランクレンジングオイル〉100mL

通常価格　3,300円（税込）

使用目安期間：1ヵ月～2ヵ月

メイクや毛穴汚れを浮きあがらせる新感覚！

お肌がみずからうるおう力を奪わない
本当の無添加クレンジングオイル

STEP

How
To
Use

1
浮かせて
落とす

お肌に必要な皮脂などのうるおいは残し、メイクや毛穴汚れはしっかり浮きあが

らせる新感覚のクレンジングオイルです。純度の高い上質なスクワランオイル

100％で酸化しにくく、さらりと軽い感触。ニキビができやすい方にもおすすめ

です。お肌のトラブルの原因になり得る合成界面活性剤無配合。洗い流すタイプ

ではありませんので、やさしくティッシュオフします。

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

乾いた手のひらに3プッシュく

らい、たっぷりのオイルをとり

ます。※濡れた手ではクレンジ

ングの効果が発揮できないの

で、必ず乾いた手でご使用くだ

さい。

両手でお顔全体にやさしくな

じませます。手のひらでお顔を

包むようにして軽く押さえなが

ら、1～2分おきます。しっかり

オイルがなじんだら、小鼻やあ

ごなど、気になるところをやさ

しくクルクルなでます。アイメイ

クもやさしくなでるように、マ

スカラはそっとまつげをつま

むようにしてなじませます。

ティッシュ2～3枚でやさしく

押さえ、浮き上がった汚れと

オイルを吸い取ります。ティッ

シュは刺激にならないように

こすらないこと。また、保湿成

分の含まれているものは避け

ましょう。ウェットティッシュ

も使わないでください。

STEP

How
To
Use

2
濃密泡で
洗う

洗顔は泡で洗うことが大切。

ワイエスラボの無添加石鹸は

起泡剤が入っていないので手

のひらだけでは充分な泡を作

ることができません。泡立てネ

ットを使って、もちもちの泡を

たっぷり作りましょう。

たっぷりの泡でお顔を包み込

み、力を入れずになでるよう

に洗います。泡をお顔につけ

ている時間は1分程度に。その

後は、少し冷たく感じるくらい

のぬるま湯ですすぎます。この

時もお肌をこすらないように

気をつけましょう。

ペーパータオルやタオルをお

顔にやさしくあて、水分を吸い

取らせます。この時もごしごし

は絶対にNGです。

1 2 3 1 2 3

洗い上がりさらにしっとり。うるおいを実感！

お肌へのやさしさを極めた
泡でうるおいを守って洗う無添加石鹸
手間暇かけた枠ねり石鹸は、すべての工程が手作業。上質な天然素材を最大限に

活かし、どんなお肌にも安心してお使いいただけるよう、お肌へのやさしさを追求

しました。さらに加熱しないコールド製法を採用。じっくりと長い時間をかけて熟

成させる過程で保湿成分が生じ、よりお肌へのやさしさが極まりました。CO2や

廃液のでないコールド製法は、環境にもやさしいクリーン製法です。

定期コース
対象商品

定期コース
対象商品

うるおい肌石鹸
〈洗顔石鹼〉85g　通常価格　1,430円（税込）

使用目安期間：1ヵ月～2ヵ月



定期コース
対象商品

定期コース
対象商品

モイスチャーローション
〈ヒアルロン酸濃縮化粧液〉 9mL

通常価格　3,080円（税込）

使用目安期間：1ヵ月～2ヵ月

日本・アメリカ・シンガポールで特許取得！

1滴を新鮮な水に溶かして使う
最新技術の濃縮化粧液

STEP

How
To
Use

3
新鮮水で
うるおす

防腐剤が入った腐らない水と新鮮な水、どちらを飲みたいですか？お肌も新鮮な

水を求めています。だから、ワイエスラボのモイスチャーローションは防腐剤完全

無添加。使う直前に濃縮した保湿成分を新鮮な水に溶かすことで、防腐剤なしに

新鮮な水をお肌に届けるという問題を解決しました。水を配合することなく保湿成

分を濃縮したこの技術は、日本・アメリカ・シンガポールで“特許を取得”しています。

モイスチャーローションを、手

のひらに米粒～小豆大の量と

ります。

※ご自身でプッシュを加減しな

がら調整してお使いください。

水で5～20倍に薄めます。ム

ラがなくなるよう、指先でよく

混ぜ合わせます。

手のひらで包み込むようにや

さしくつけていきます。

ゆっくり、じっくりなじませま

しょう。

※モイスチャーローション、モイストプラスを希釈する際、スプーン一杯分を

水の量の目安としてお使いいただけます。

美容オイル
〈フラーレン配合美容オイル〉10mL

通常価格　6,600円（税込）

使用目安期間：1ヵ月～2ヵ月

ほんの1滴でワンランク上の素肌を実現！

細胞レベルでお肌のうるおいを守る
高抗酸化成分フラーレン配合美容オイル

STEP

How
To
Use

4
抗酸化で
まもる

高純度の深海鮫肝油由来スクワランに、高抗酸化成分フラーレンをたっぷり配合

した贅沢な美容オイルです。お肌みずからが作り出す皮脂に近いオイルでお肌に保

護膜を作り、お肌の水分の蒸発を防いでみずみずしい状態を保ちながら、ビタミン

Cの172倍の抗酸化力とビタミンCの125倍の細胞死防御効果を誇るフラーレン

が、老化因子などから細胞レベルでお肌を守ります。

化粧水の水滴が少し残ってい

るうちに、美容オイルを1～数

滴、手のひらにとります。夏場

は1滴で充分にうるおいます。

手のひらにさっとのばします。 お顔を両手で包み込むように

して、美容オイルをお顔全体

になじませます。お肌を決して

こすらないように、気をつけま

しょう。乾燥が気になる部分

には、オイルをさらに重ねづ

けします。

ワイエスラボのフラーレン配合美

容オイルのパッケージにデザイン

されたロゴマークは、フラーレン

を規定量以上配合した製品にの

み使用が認められている高配合

の証です。

Basic Skin Care Basic Skin Care

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

1 2 3 1 2 3

計量スプーン　通常価格　22円（税込）



定期コース
対象商品

モイストプラス
〈乳酸桿菌配合濃縮化粧液〉 5mL
通常価格　5,500円（税込）

モイスチャーローションに一滴プラスで、肌活性！

皮膚常在菌バランスを整えて
肌力を上げる乳酸桿菌高配合化粧液
お肌の善玉菌を育てて活性化し、お肌に良い働きをすると注目されている成分、乳酸桿菌を

高配合しました。乳酸桿菌が皮膚常在菌のバランスを整えることで、お肌のバリア機能を高

め、うるおいあふれるお肌を実感できるだけでなく、シミ・シワ・ハリ・くすみなどへのエイジ

ングケア効果が期待できる、濃縮タイプの完全無添加化粧液です。

Special Care

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

定期コース
対象商品

本当の無添加スキンケア4点で

お肌のみずからうるおう力を
しっかり育てるトータルスキンケア
みずからうるおう肌を育てるためには、一切化学物質の入らない本当の無添加化

粧品のトータル使いが効果的です。一括で購入できる4点セットをご用意しました。

じっくり使って、しっかりお肌の変化を実感してみてください。

Basic Skin Care Set

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

スキンケア基礎4点セット
クレンジングオイル100mL/うるおい肌石鹸85ｇ/

モイスチャーローション9ｍL/美容オイル10ｍL

通常価格　14,410円（税込）　使用目安期間：各１ヵ月～２ヵ月

トラベルセット
〈基礎4点トラベルセット〉 
通常価格　3,300円（税込）

防水ポーチ入り、約 7日分。

外出時や旅行にも
無添加スキンケアで
うる肌キープ。
環境が変わる旅行時こそ、安心な無添加化

粧品でのスキンケアで、お肌を大切にしてあ

げてください。外出時のバッグに入れてもか

さばらないコンパクトサイズです。

How
To
Use

手のひらにモイスチャーローションを

出した後、モイストプラスを足します。

※両方合わせて米粒～小豆大が目安と

なります。お好みでご調整ください。

水で5～20倍に薄めます。ムラ

がなくなるよう、指先でよく混ぜ

合わせます。

手のひらで包み込むように、やさしく

じっくりなじませます。また、化粧液

をつけた後は美容オイルをやさしく

なじませ、うるおいを閉じ込めます。

1 2 3

皮膚常在菌のバランスを整え、もっと健康でもっとキレイなお肌を目指す
ワイエスラボのベーシック4ステップ+『モイストプラス』

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
浮かせて落とす 濃密泡で洗う 新鮮水でうるおす 抗酸化でまもる

+

+
皮膚常在菌の

バランスを整える
モイスチャー
ローションに

「モイストプラス」を
適量プラス
するだけ

クレンジングオイル 
モイスチャー
ローション

モイスト
プラス  美容オイルうるおい肌石鹸



Special Care

スキンオイル適量を手のひらにとり、さっとの

ばしてから、お顔やボディにやさしくなじませ

ます。化粧水やお風呂上がりの水滴がお肌に

残っているうちにご使用ください。

お肌にやさしい
上質なスクワランが全身に
うるおいベールをつくる
お肌に負担のかかるものを一切含まない、上質な

深海鮫肝油由来スクワランのみでつくられた美容

オイルです。高精製スクワランが、皮脂に近いうる

おい膜をつくり、お肌の水分蒸発を防いで、みず

みずしく保ちます。お顔にもボディにもお使いい

ただけます。

How
To
Use

スキンオイル
〈美容オイル〉 30mL

 通常価格　3,960円（税込）

新鮮な水を加えて使う新感覚集中保湿マスク

保湿成分をたっぷり含ませて
乾燥させた完全無添加シートマスク
ワイエスラボの独自技術で実現した、完全無添加の集中保湿マスクです。ワイエスラボモ

イスチャーローションの保湿成分、ヒアルロン酸Naを、医療用に使われている天然コット

ン原料100％のシートにたっぷり含ませた状態で乾燥させました。防腐剤や合成界面活性

剤など、お肌の刺激となりうる化学物質は一切不使用。お肌に負担をかけることなく、新

鮮な水とうるおい成分をじっくりお肌へ届けることができます。

うるおい肌シートマスク
〈ヒアルロン酸シートマスク〉 5枚入り 

 通常価格　2,860円（税込）

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

定期コース
対象商品

リップクリーム
〈フラーレン配合リップクリーム〉 6g

通常価格　1,540円（税込）

唇に、保湿＆エイジングケア。

デリケートな唇に
フラーレン配合の
リップクリーム

How
To
Use

How
To
Use

高純度のワセリンとスクワランに、高抗

酸化成分フラーレンをたっぷり配合した

贅沢なリップクリームです。ワセリンとス

クワランが水分の蒸発を防いでみずみず

しい唇を保ち、ビタミンCの172倍の抗

酸化力とビタミンCの125倍の細胞死防

御効果を誇るフラーレンが、老化因子な

どから細胞レベルで唇を守ります。

唇に適量をのばして使用し

ます。キャップをとりチュー

ブの口元を直接唇にあてて

ぬるか、指もしくはお手持ち

のリップブラシにとってやさ

しくのばしてください。

ワイエスラボのリップクリームの

パッケージにデザインされたロゴ

マークは、フラーレンを規定量以

上配合した製品にのみ使用が認

められている高配合の証です。

Special Care

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

着色料
不使用

シリコン
不使用

マスクを袋から取り出して

広げ、目の位置を合わせて

からお顔全体にのせてくだ

さい。

袋を開封し、シートマスク

全体にいきわたるように

水を入れ（約20ｍL)、袋の

上からよくもんで、シート

にしっかり吸収させます。

お顔全体にシートマスクを

ぴったりと密着させます。

シートマスクの上から手

のひらのぬくもりで3分程

度じっくり浸透させたらマ

スクをはがし、フラーレン

配合美容オイルをお顔全

体に適量なじませます。

洗顔後、モイスチャーローションで整えたお肌にお使いください。



How
To
Use

定期コース
対象商品

リニアビューティ
〈水素サプリメント〉
〈健康補助食品〉120カプセル
 通常価格　12,960円（税込）

 使用目安期間：30日

リニアビューティ
〈水素サプリメント〉
〈健康補助食品〉60カプセル
 通常価格　7,344円（税込）
 使用目安期間：15日

内側からパワフルにエイジングケア！

酸化と糖化をダブルで防ぐ
進化型水素サプリメント
サンゴカルシウム由来の特許原料「マイナス水素イオンパウダー」から発生する水素

イオンが「酸化ストレス」の要因である活性酸素を除去。さらにメディカルハーブの

中から厳選したハーブエキスが「糖化ストレス」を防ぎ、身体の内側から健康と美容

をダブルでサポート。水素の高い抗酸化力に加え、ハーブの高い抗糖化力の相乗効

果で、すぐれたエイジングケア効果を発揮します。

健康食品として、1日3～6カプセルを目安に、水またはぬるま湯で

お召し上がりください。

Inner Care

ワイエスラボ『水素サプリメント』の 原料は
全て安心の天然素材を使用しています。

サンゴカルシウム テンヨウ
ケンコウシ

カキノキ バナバ クマザサ

×

ハンドバーム
〈 シアバターハンドクリーム 〉

内容量：20ｇ
通常価格 1,980円（税込）

ワイエスラボ『ハンドバーム』は、
手肌への刺激となり得る化学物質を一切配合することなく

お肌にやさしい成分だけでできています。

シア脂
（シアバター）

カカオ脂 ツバキ油 スクワラン ホホバ
種子油

ニオイテンジク
アオイ花油

ベルガモット
果実油

完全無添加のため、熱や湿気にデリケートな処方です。バームの主成分「シア脂」は36℃前後で

溶けてしまう可能性があるため、春夏の期間(4月1日～8月31日ご注文分まで※)のみ、クール便に

てお届けさせていただきます。

その際は、クール便代金220円（税込）を含めた価格で販売し、ワイエスラボの他商品との同送も

できかねますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

※気温によっては注文期間が変動する場合がございます。

手肌へのやさしさと上質なうるおいを追求

乾燥や手荒れから
デリケートな手肌を守るハンドバーム

How
To
Use

オレイン酸約45％、ステアリン酸約40％という脂肪酸組成を持つ主成分シアバタ

ーは、人の皮脂とよく似ており、肌馴染みがよく浸透しやすいのが特長です。手肌の

水分をしっかり閉じ込め、長時間の保湿効果と保護効果を発揮して、柔らかくみずみ

ずしい手肌へと導きます。

適量を手の甲や指先につけ、人肌にあたためながらよく伸ばしてご

使用ください。

Special Care



タルク不使用。ナノ粒子不使用。

金属アレルギー対応で
お肌にやさしいファンデーション
さらさらとのびてキメの整ったお肌を演出するパウダーファンデーションです。マイカ、

酸化チタン、酸化鉄などの金属類をコーティングし、お肌に直接金属が触れないので金

属アレルギーの方にもお使いいただけます。活性酸素の発生を抑えながら、汗によるイ

オン化を防ぎます。タルク、ナノ粒子不使用でSPF15　PA++を実現しました。

Base Care Make

ワイエスラボベーシックスキン

ケアで、お肌を整えた後に使用

します。専用のパフでファンデ

ーションを少量ずつとります。

こすったりたたいたりしないで、

お肌にやさしくのせていきます。

お顔の中央から外側に向けて

のせていくと、より自然な仕上

がりです。

パウダーファンデーション
（リフィル）全6色  

各11g　
 通常価格　各4,400円（税込）

1 2

定期コース
対象商品

ナノ粒子
不使用

タール色素
不使用

タルク
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

金属
アレルギー

対応

シリコン
不使用

タルク
不使用

イエロー

ナノ粒子
不使用

アルコール
不使用

シリコン
不使用

合成
界面活性剤

不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

タール色素
不使用

香料
不使用

防腐剤
不使用

金属
アレルギー

対応

ファンデーションの前に使用します。パフに少量ずつとり、赤み

やくすみなど気になる部分のお肌にやさしくのせてください。

専用パフに少量をとり、お肌を軽く押さえ

るようにしてのせていきます。

コントロールカラー
パウダー

  イエロー（リフィル）
〈フェースカラー〉 10g
通常価格　2,970円（税込）

フェイスパウダー
7.5g 

 通常価格　4,180円（税込）

Base Care Make まとめて購入できて便利です！

ファンデーション・
コンパクト・パフ
選べる３点セット
お肌にやさしいパウダーファンデーション

とオリジナルコンパクト、肌あたりの柔らか

いパフをセットにしました。コンパクトは2

種から、ファンデーションのお色は6色か

ら、お選びいただけます。

気になる部分を
しっかりカバーして
自然な肌色を演出
赤みやくすみ、ニキビ跡などをしっかりカバー

してナチュラルな肌色を演出するコントロール

カラー。原料のコーティングにより、お肌に直

接金属が触れないので、活性酸素の発生を抑

えながら、汗によるイオン化を防ぎます。タル

ク、ナノ粒子不使用でSPF15　PA++。金属ア

レルギー対応。

お肌に透明感と
ツヤ感をプラスする
フェイスパウダー
ファンデーションの後にツヤ感をプラス。単品

でも毛穴の目立たないなめらかなお肌を演出

するお肌にやさしいフェイスパウダーです。金

属コーティングにより、活性酸素の発生と、汗

によるイオン化を防ぐ金属アレルギー対応。タ

ルク、ナノ粒子不使用でSPF15　PA++。

How
To
Use

How
To
Use

コンパクトタイプを
お選びいただけます

一段式コンパクト

二段式コンパクト

ファンデーションセット
〈パウダーファンデーション・コンパクト・パフ3点セット〉 

内容量　11g　
通常価格　6,050円（税込）

ライトライト
ピンク

ナチュラル
ライト

ナチュラル オークル ブラウン
オークル

Tゾーン

目の周り・Cゾーン

頬骨の高いところ

あご先

ワイエスラボのファンデーションはマットタイプ

ですが、部分的に使用色を変えると、お顔の印象

が明るくなり、立体感が生まれて顔型などの悩み

をカバーすることができます。Tゾーン、あご、頬

骨から目の周りのCゾーンには、いつもよりワン

トーン明るいライトピンクをハイライトとしてプ

ラスするのもおすすめです。

いつものメイクに＋ひと手間♪
ライトピンクをプラスして
お肌を明るく立体的に！

How To Use

ライトライト
ピンク

ナチュラル
ライト

ナチュラル オークル ブラウン
オークル



唇を守りながらキレイを叶える。

フラーレン配合！
デリケートな唇に
つややかな彩りを

保湿成分とフラーレンを贅沢に配合

しました。しっかり唇を守りながら、

ふっくらつややかに彩るリップグロス

です。原料のコーティングにより、唇

に直接金属が触れないので、金属ア

レルギーの方にもお使いいただけま

す。タール色素、ナノ粒子不使用。

リップグロス
ヌードピンク
〈リップグロス〉 6g

 通常価格　1,980円（税込）

Make up

タルク
不使用

ナノ粒子
不使用

アルコール
不使用

シリコン
不使用

合成
界面活性剤

不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

タール色素
不使用

香料
不使用

防腐剤
不使用

金属
アレルギー

対応

タルク
不使用

ナノ粒子
不使用

アルコール
不使用

シリコン
不使用

合成
界面活性剤

不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

タール色素
不使用

香料
不使用

防腐剤
不使用

金属
アレルギー

対応

キレイな発色。しかも低刺激性。

金属アレルギー対応で
デリケートな唇を
華やかにメイクアップ
大人っぽくクールな印象のカシスレッド、

キュートで女性らしいコーラルピンク、明る

く健康的な印象のブラッドオレンジに加え、

スタイリッシュなショコラブラウンの4色を

ご用意。厳選した原料をコーティングするこ

とで、金属アレルギーに対応しながら、美し

い発色を実現。デリケートな唇にもお使いい

ただけます。タール色素、ナノ粒子不使用。カシス
レッド

コーラル
ピンク

ブラッド
オレンジ

ショコラ
ブラウン

Make up

アイシャドウ
（リフィル）全6色    
〈アイカラー/アイブロウ〉 
通常価格　1,320円（税込）

タルク
不使用

ナノ粒子
不使用

アルコール
不使用

シリコン
不使用

合成
界面活性剤

不使用

旧指定成分
不使用

合成ポリマー
不使用

タール色素
不使用

香料
不使用

防腐剤
不使用

金属
アレルギー

対応

専用のチップにアイシャ

ドウを少量ずつとって使

用します。まず、明るめの

色をアイホール全体にの

せ、まぶたのくすみをカ

バーします。

次に上まぶたの目の際に

細く引き締め色をのせ、

なじませます。中間色を

その上にのせてさらにき

れいなグラデーションを

作りましょう。

ファンデーションの後に使用

します。専用のブラシにとり、

ほお骨の上をすべらせるように

やさしくのせてください。

金属アレルギー対応。

デリケートな目元を
やさしく彩るカラーが
選べるアイシャドウ

組み合わせ自由自在。アイシャドウ3色をセットできるケース。

明るめのお色、中間色、引き締め色にカラ

ーバリエーションが加わり、さらにアイメイ

クの楽しさが広がりました。原料のコーティ

ングにより、お肌に直接金属が触れないの

でデリケートな目元にも安心です。活性酸

素の発生を抑えながら、汗によるイオン化

を防ぎます。タール色素、ナノ粒子不使用。

金属アレルギー対応。

パウダーチークで
表情を華やかに
ナチュラルに発色するお肌にやさしいパウダー

チークです。ほお紅としてもアイカラーとしても

お使いいただけます。原料のコーティングによ

り、お肌に直接金属が触れないよう配慮しまし

た。活性酸素の発生を抑えながら、汗によるイ

オン化を防ぎます。タルク、タール色素、ナノ粒

子不使用。金属アレルギー対応。

How To Use

キャップをとり、直接唇に

あててぬるか、お手持ちの

リップブラシを使って唇の

輪郭をとった後、全体にや

さしくぬってください。

How To Use

キャップをとりチューブの

口元を直接唇にあててぬ

るか、指もしくはお手持ち

のリップブラシにとってや

さしくのばしてください。

How To UseHow To Use

アプリコット
オレンジ

ローズピンク

パープルイエローゴールド ブラック

ブラウンベージュ ダークブラウン

パウダーチーク
全2色

〈チーク/アイカラー〉 
通常価格　3,300円（税込）

1 2

金属アレルギー対応、ふわっとやさしい。

アイシャドウケース
〈チップ1本つき〉 サイズ：6.5×6.8×1.2cm
通常価格　1,430円（税込）

ワイエスラボロゴ入りのアイシャドウケース。チップ1本つき。

アイシャドウを自由に組み合わせて3個セットできます。

アイシャドウチップ
〈2本入り〉 通常価格　330円（税込）

リップスティック
全4色
〈口紅〉 

通常価格　2,860円（税込）



お肌に一日中密着するUVケアだからこそ、お肌に負担を与えない紫外線防御効

果を徹底的に追求した独自技術を採用。肌トラブルの原因となり得る成分を徹底

的に排除し、お肌にやさしいのに、紫外線をしっかりカットしてくれるSPF50+, 

PA++++を実現しました。しっとりなめらかな使用感でお肌にピッタリ密着し、

紫外線からお肌を守ります。お子様にも安心してお使いいただけます。お顔はもち

ろん、ボディにもオールシーズンお使いください。石鹸で落とすことができます。

お肌にやさしいのに、しっかり紫外線カット

敏感肌・トラブル肌・
お子様のお肌を守るUVパウダー

 UVパウダー
〈日焼け止めパウダー〉 10g　パフ付き 

通常価格　4,730円（税込）
   

UV Care

How To Use

1

スキンケアで整えたお肌に

ご使用ください。専用パフ

を網目の上から軽く押しあ

てパウダーを適量とり、パ

フ全体になじませます。

手の甲で軽くなじませお肌に

つける量を調整してください。

1 2

軽くおさえるようにしてパウ

ダーをお顔全体に均一にの

せていきます。

3

専用パフを網目の上から軽く

押しあてパウダーを適量と

り、パフ全体になじませます。

1

お身体にやさしくのせ、全体

的に均一になるよう軽くすべ

らせるようになじませます。

2

合成
界面活性剤

不使用

防腐剤
不使用

アルコール
不使用

着色料
不使用

香料
不使用

旧指定成分
不使用

シリコン
不使用

低刺激性

石油由来成分
不使用

合成ポリマー
不使用

ワイエスラボのシャンプーの成分は、重曹とサ

ピンヅストリホリアツス果実エキス、リンスは

クエン酸と海塩、というシンプル処方。お湯に

溶かして使うパウダー状なので化学物質は完

全無添加です。泡立つことなく頭皮環境を清

潔にし、リンスでpHを調整して、頭皮と髪を健

やかに整えます。パウダーシャンプー＆パウダ

ーリンスで、本当にお肌のことを考えた頭皮ケ

アを始めましょう。

頭皮と髪、お顔まわりにも安心。

泡立たずお肌にやさしい、
微温湯に溶かして使う
完全無添加
パウダーシャンプー＆リンス

ヘアオイルを適量手のひらにとり、両手に伸ばします。洗髪後、軽くタ

オルドライした髪の毛先を中心になじませ、ドライヤーで乾かします。

乾いた髪にスタイリング剤としてもお使いいただけます。

合成界面活性剤、防腐剤などお肌に負担のか

かるものを一切含まず、上質な椿油と爽快感

のあるオレンジ油・ユズ果皮油にビタミンE配

合で、頭皮をすこやかに整えるお肌にやさしい

ヘアケア用オイルです。高純度の椿油を使用し

ており、酸化しにくいのが特長です。髪に自然

なうるおいとツヤを与え、紫外線やドライヤー

の熱からも髪を守ります。頭皮環境を整え、ハ

リ・コシのある健康な髪へと導きます。

How
To
Use

ヘアオイル
〈ヘアケアオイル〉 30mL  
通常価格　2,310円（税込）

上質な椿油で
ツヤ・ハリ・コシの
ある健やかな髪へ

 パウダーシャンプー＆パウダーリンス  
〈無添加シャンプー＆リンス〉 各30袋　約1ヵ月分  

通常価格　4,290円（税込）
   

Hair Care

 専用アプリケーター
〈パウダーシャンプー＆
パウダーリンス用〉

通常価格　330円（税込）

How To Use

1

パウダーシャンプー1袋と

100～200ｃｃのお湯また

は微温湯を加えてよく混ぜ

合わせます。

髪は予洗いし、STEP1で溶

かしたパウダーシャンプーを

頭皮全体にいきわたるよう

につけ、指の腹で優しくマッ

サージしながら洗います。

1 2

顔にかからないようにシャン

プーをよく洗い流します。

3

パウダーリンス1袋と100～

200ｃｃのお湯または微温

湯を加えてよく混ぜ合わせま

す。

4

STEP4で溶かしたパウダー

リンスを揉み込みながら髪

全体にいきわたるようにつ

けていき、そのあとよく洗

い流します。

5

※ワイエスラボのベースケアメイクをお使いの場合は、UVパウダーを下地として

お使いいただき、その上からお化粧していただくと美しく滑らかに仕上がります。

【お顔に使う場合】 【お身体に使う場合】

SPF
50
PA++++

+金属アレルギー対応
パッチテスト済み



お支払い方法は、クレジットカード決済、後払い決済［コンビニ・銀行・郵便

局］、代金引換の中からお選びいただけます。

■クレジットカード（一括払いのみ）

クレジットカード決済はGMOペイメントゲートウェイ株式会社が代行いたします。

・ご利用いただけるカードはご本人様のものに限ります。

・カード決済の場合は、一括でのお支払いとなります。分割をご希望のお客様は各

カード会社に直接ご確認ください。

・弊社ではSSLサーバー証明書を使用して、お客様の個人情報を保護しています。

ご入力いただいたクレジットカード情報は暗号化された状態で送信されますので

ご安心ください。

・クレジットカード情報は暗号化されGMOペイメントゲートウェイ株式会社を経由

してクレジットカード会社に安全に送信されます。

※デビットカードでご利用いただきますと、ご注文時に即時決済となります。また、ご注文内

容により金額変更の処理上、一時的に二重での口座引き落としとなりますことをご了承くだ

さい。

Shopping Guide お買い物ガイド
お支払い方法

商品のお届け

送料について

返品・交換について

ご利用いただけるクレジットカード
■代金引換

通常ヤマト運輸の代金引換サービス『宅急便コレクト』がご利用いただけ

ます。

・商品お届け時に代金をお支払いください。（お支払いは現金のみ）

※トライアル商品は、郵便ポストに配達させていただく『ゆうパケット』でお届けと

なるため代金引換をご利用いただけません。予めご了承ください。

配送は、通常ヤマト運輸でのお届けとなります。

※トライアル商品は、『ゆうパケット』でお届けとなりますので郵便ポストに配

達させていただきます。

弊社では、発送後の商品のご返品・キャンセルは、開封・未開封を問わず原

則としてお受けいたしかねます。万一不良品や誤配等がございましたら、弊社

の在庫状況を確認のうえ、良品と交換させていただきます。お手数をおかけ

いたしますが、お電話または『お問い合わせフォーム』よりご連絡ください。

定期コースについて

■お届け予定日より10日前の午前7時までなら、『MYページ』から定期コー

スの内容をご変更いただけます。

■お電話、お問い合わせフォームからのご変更の場合、10日前の午前7時ま

でに変更を完了させる必要がございますため、定期受注確定前の弊社営業時

間内にご連絡ください。

■定期コースご解約の場合は、今後のサービス向上のためご解約理由をお伺

いしております。お届け予定日より11日前までの弊社営業時間内に、お電話、

『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。

■定期コースの対象商品など詳細については、WEBサイト『定期コースにつ

いて』をご覧ください。

※トライアル商品のみご購入の場合は、送料無料です。

但し、他の商品とトライアル商品をご購入の場合は、ご購入金額が3,500円

（税込）未満の場合は、送料770円（税込）をいただきます。※お届け先が

異なる場合は、お届け先ごとに上記送料をいただきます。

■営業日24：00 までにご注文いただいた場合

・翌営業日から3営業日以内に発送いたします。

※定休日・営業時間外にいただきましたご注文に関しても翌営業日から3営業日

以内の発送となります。

●天災・事故などによる交通渋滞、異常気象が原因で配達が遅れる場合がござい

ます。

●荷物の保管期限は最長7日間となります。

●商品出荷後に、ご指定以外のお届け先に転送をご希望の場合は、弊社までご連

絡をお願いします。

※転送にかかる料金はお客様のご負担となります。

決済手数料 一律　330円 (税込）

決済手数料 一律　205円 (税込）

送料

全国一律 770円（税込）
3,500円(税込）以上
ご購入で送料無料

定期コース　お選びいただけるサイクル

毎月 2ヵ月ごと 3ヵ月ごと

定期コース　お選びいただけるお届け日

10日 15日 20日 25日 末日

定期コース　お選びいただけるお届け時間指定

午前中 14：00～16：00

16：00～18：00 18：00～20：00 19：00～21：00

個人情報のくわしいお取扱いについては、ワイエスラボオフィシャルサイ

トのプライバシーポリシーをご覧ください。https://yslabo.net/

お選びいただけるお届け時間指定

午前中 14：00～16：00

16：00～18：00 18：00～20：00 19：00～21：00

1. お客様が後払い決済サービス(本サービス) を選択された場合、商品購入代金の

お支払いをジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社(弊社)に委託いただ

き、弊社はお客様に代わって購入店へお支払いいたします。 

お客様は所定の期日までに、商品購入代金に利用手数料を加えた額を弊社にお支

払いいただきます。

2. お申し込みに際して、購入店に届け出たお客様の個人情報は、弊社に提供され

本サービス提供のため利用いたします。また、弊社が精算の為購入店に個人情報を

提供する事について同意いたします。
※ご承諾いただけない場合は本サービスのお申し込みをいただけませんので、ご了承く

ださい。

3. 本サービスのご利用にあたり弊社の審査がございます。審査の結果、ご希望

にそえない場合は別のお支払方法へ変更をお願いいたします。

4. 本サービスの詳細につきましては、下記ＵＲにアクセスいただき、「注意事

項」及び「個人情報の  取扱いについて」を承諾の上、お申し込みください。　

URL:http://c.atodene.jp/rule/

■後払い決済［コンビニ・銀行・郵便局］

アイシャドウケース
〈チップ1本つき〉 サイズ：6.5×6.8×1.2cm
通常価格　1,430円（税込）

ワイエスラボロゴ入りのアイシャドウケース。

チップ1本つき。

アイシャドウを自由に組み合わせて3個セットできます。

アイシャドウチップ
〈2本入り〉 通常価格　330円（税込）

数秒でクリームのようなきめ細かな泡をた

っぷりと立てることができる泡立てネット

です。泡がお肌の汚れをすみずみから浮き

出させ、スッキリ落とします。

毛足が長くふんわりしたやさしい肌触りが特長の

パフです。粉含みが良いのでパウダーを薄く均一

にお肌にのせることができます。

Accessories

洗顔用
泡立てネット
〈うるおい肌石鹸用〉
通常価格
440円（税込）

コンパクト
サイズ：7.2×10.7×1.5cm
通常価格　1,320円（税込）

二段式コンパクト
サイズ：7.1×5.4×2.2cm
通常価格　1,320円（税込）

ワイエスラボロゴ入りのコ

ンパクト2種。ファンデー

ションやコントロールカラ

ーパウダーとパフをセット

してご使用ください。

パウダー専用パフ
通常価格　440円（税込）

ソフトな肌触りで、ファンデーションをなめらかに仕上げます。

パフ
通常価格

330円（税込）
 

※一杯が、モイスチャーローション、モイストプラスをを

希釈する際の水の量の目安としてお使いいただけます。

計量スプーン　通常価格　22円（税込）



KY001-16株式会社 ナキュア　〒021-0053　岩手県一関市山目字中野18-1　  ご注文・定期コースのご変更はこちら：フリーコール 0800-123-7288　　　ご相談 · 製品の使い方についてはこちら：TEL 0191-48-3724

https://yslabo.net/

お肌の力が育つことをお客様ご自身で実感していただくために、

お肌の変化やご心配なことがありましたら、『お問い合わせフォーム』からお気軽にご相談ください。

お肌の状態を細かくうかがい、今必要なケアや対処法、商品の使い方など、

最善の方法をアドバイスさせていただきます。

ワイエスラボはあなたのお肌をずっと一緒に見守ります。


