


EXCシリーズ　７days集中ケアキット 

・EXC Eローション 1mL×14包 
・EXC フラーエッセンス 1mL×14包 
・EXC プラチナクリーム 1g×7包

5,845円（税別）

STEP2 与える
[美容液]

STEP1 うるおす
[化粧水]

STEP3 保護する
[保湿クリ

ーム]

1 Eローション
      朝・夜　1ml×2包

2 フラーエッセンス
      朝・夜　1ml×2包

3 プラチナクリーム
      夜のみ 1g×1包

1day 【5包】

×7
【全35包

】



※1：ポリクオタニウム－51  ※2：古い角質の蓄積による黒ずみ

心やすらぐ香り
誰からも愛される清々しく爽やかなベルガモットと
グレープフルーツの精油をブレンドした柑橘系の
香りが、心をゆったりと落ち着かせてくれます。

「ビタミン」と整肌成分「グリチルリチン酸2K」「アルブチン」が
肌荒れを防ぎながら、透明感のある肌へ導きます。

くすみ※2をオフして肌荒れをケア

メイクにすうっとなじむ
極上、美容クレンジング

●合成香料フリー/無着色/アルコールフリー/
　鉱物油フリー/パラベンフリー

とろけるようなテクスチャーで肌に負
担をかけることなく、メイクをやさし
く落とします。美容成分87％配合で、
洗いあがりはもっちり、みずみずしい
肌に。

メイク落とし

120g（約1ヶ月分）　3,200円（税別）

クレンジングゲル

リン酸アスコルビルMg トコフェロール
ビタミンE

グリチルリチン酸2K
整肌成分

ビタミンC誘導体

アルブチン
整肌成分

洗浄

肌荒れ

低刺激

ツヤ・透明感

保湿

4
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メイクを落とすだけでなく年齢を重ねた肌に必要な、
うるおい成分をたっぷり配合し、みずみずしい洗いあがりを実現しました。

洗いあがりが、みずみずしい秘密

リピジュア® ※1 スクワラン ホホバ種子油

水溶性コラーゲン ヒアルロン酸Na

■5つの保湿成分
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独自にブレンドした４種類のエッセンシャルオイルが、肌の状態を整えます。

自然のめぐみで洗う
デリケートな肌にも毎日使ってもらえる洗顔料を目指し、パームヤシやコ
コヤシに含まれる油脂をもとにしてつくられたアミノ酸系の洗浄成分を
採用しました。自然のめぐみで肌を美しく清潔に保ちます。

4種類のハーバルケア

ビタミンC誘導体「VC-IP」とビタミンE「トコフェロール」が肌を保護し、
「グリチルリチン酸2K」が、肌荒れを防ぎます。

肌を保護するプロテクト処方

スッキリやさしく洗う
クリーミーな泡の洗顔フォーム

●無香料/無着色/アルコールフリー/
　鉱物油フリー/パラベンフリー

選び抜かれた天然由来の洗浄成分
だから、肌にうるおいを残しながら
も、スッキリとした洗い心地。
年齢を重ねた肌に刺激を与えず、やさ
しく洗いあげる、そんな洗顔料を実現
しました。

洗顔料

100g（約2ヶ月分）　3,600円（税別）

ウォッシングフォーム
アニス セージローズマリー ラベンダー

洗浄

肌荒れ

低刺激

泡立ち

保湿
4

5

4 4

4

VC-IP
（テトラへキシルデカン酸アスコルビル）

トコフェロール
ビタミンEビタミンC誘導体

グリチルリチン酸2K
肌荒れ防止成分
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※：パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na（ビタミンC誘導体：整肌成分）
トコフェリルリン酸Na（ビタミンE誘導体：整肌成分）

無添加であるべき理由
イオン導入ができる化粧水の条件は
「無添加」であること。なぜなら、香料
や着色料、防腐剤といった添加物の
中には、イオン導入で肌に浸透してし
まうものがあるからです。
Eローションは、肌に必要なものだけ
を届けるために無香料・無着色・防腐
剤不使用でつくられています。

美容成分として欠かすことの出来ないビタミンCとビタミンEは、お互いが
酸化を抑制し合うことで機能が長持ちします。
EローションにはビタミンC誘導体「APPS」と、ビタミンE誘導体「TPNa」
を配合。２つのビタミンのコンビネーションで、より一層肌を整えます。

ビタミンのコンビネーションケア

毛穴

肌荒れ

ハリ・弾力

ツヤ・透明感

キメ

保湿
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肌荒れや毛穴肌に
浸透型ビタミン化粧水

Tゾーンやフェイスラインを美しく整え
てくれる２つのビタミン誘導体※を配
合。肌にスッと浸透し肌荒れを予防、
キメを整え毛穴が気にならない肌に
仕上げます。

●無香料/無着色/アルコールフリー/
　鉱物油フリー/パラベンフリー
※直射日光、高温を避け冷蔵庫に保管してください。

化粧水

100mL（約2ヶ月分）　8,000円（税別）

Eローション

APPS
（パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na）

ビタミンC誘導体

TPNa
（トコフェリルリン酸Na）

ビタミンE誘導体

Eローションは、イオン導入に
もお使いいただけます。
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お試し6包　    600円（税別）



※1：油分不足による明度の低下　※2：整肌成分　※3：年齢に応じたお手入れ

機能性へのこだわり
機能性のためなら、成分を惜しまず配
合するのがEXCブランドのこだわり。
フラーレン※2の配合濃度を証明する
「ラジカルスポンジマーク」は、そんな
EXCのこだわりを表すシンボルの1つ
です。

マルチバリア処方
ゆらぎやすい年齢肌は、複合的にケアすることが不可欠です。
多機能性に着目したマルチバリア処方は、年齢肌をバランス良く整え、
かたよらないエイジングケア※3をサポートします。

ラジカルスポンジ
マークとは？

フラーレンの配合濃度が、基
準を満たしている化粧品だけ
に記載が認められています。

美容液

50mL（約1ヶ月分）　8,000円（税別）

フラーエッセンス

毛穴

肌荒れ

ハリ・弾力

ツヤ・透明感

キメ

保湿
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ゆらぐ年齢肌に
欲張りを叶える機能性美容液

乾燥やくすみ※1、紫外線のダメージと
年齢肌を悩ませる原因はいろいろ。
これらの原因に幅広くアプローチする
マルチバリア処方を採用しました。

●無香料/無着色/アルコールフリー
※直射日光、高温を避け冷蔵庫に保管してください。

APPS
（パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na：ビタミンC誘導体）

整肌成分

フラーレン
整肌成分

リピジュア®
（ポリクオタニウム－51）

保湿成分

ヒアルロン酸Na
保湿成分
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お試し6包　 1,048円（税別）



毛穴

肌荒れ

ハリ・弾力

ツヤ・透明感

キメ

保湿
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ビタミンコンプレックス
４種類のビタミン誘導体が
キメを整え、肌にツヤと透明感を与えます。

肌に届けるナノスフィアシステム
皮脂にも水にもなじむ、ナノサイズのカプセルに、美容成分を閉じ込めた
ナノスフィアシステム。ナノスフィア化した美容成分は、肌の皮脂層と水分
層をスムーズに通過し、無駄なく肌に届きます。
また、カプセルは肌に浸透しながら、少しずつ分解されていくため、作用
が長時間持続します。

エイジレス処方
５種類のペプチドがうるおいを与え、
乾燥しがちな目もと・口もとに力強い
ハリ・弾力を与えます。

アセチルテトラ
ペプチド-9

アセチルテトラ
ペプチド-2

パルミトイル
ペンタペプチド-4

パルミトイル
トリペプチド-５

アセチルテトラ
ペプチド-8

●無香料/無着色/エタノールフリー

うるおいのベールで肌をやさしく包
み込む機能性クリーム。乾燥を防ぎ、
気になる目もと・口もとにモッチリと
した弾力とハリを与えます。

保湿クリーム

30g（約1ヶ月分）　8,477円（税別）

プラチナクリーム

あふれるハリと弾力
年齢に挑む保湿クリーム

APPS
（パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na）

ビタミンC誘導体

VCエチル
ビタミンC誘導体

（3－O－エチルアスコルビン酸）

EPC
（（アスコルビル/トコフェリル）リン酸K）

ビタミンE誘導体

TPNa
（トコフェリルリン酸Na）

ビタミンE誘導体

※

11 12※：年齢を感じている方向けの処方
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お試し6包　 1,715円（税別）


