
たかの友梨
エステティシャンコスメ

保存版保存版



03 02

＊1：3つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成
分（保湿成分）　＊2：美容成分を角質層まで届けること。　＊3：角質層まで

���mL

エステファクト
クレンジングウォーター

弱酸性で肌にやさしい、拭き取りタイ
プ。美容成分配合だから、メイク汚れ
をすっきり落としながら素肌がうるお
います。

使用量：充分浸ったコットン3枚分（約9mL）

エステファクト パープルライン SCサイエンスAAA＊1 配合　SCサイエンスAAA＊1 配合  ※エステファクトSCシートマスクを除く　

��枚入（��mL）

エステファクト
クレンジングシート

シート1枚にクレンジングウォーター
がたっぷり。肌触りがやさしく、刺激
が少ないオーガニックコットンを使
用。携帯に便利です。

商品番号
商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

��mL

エステファクト
イントロ美容液

角質をやわらげ、肌が水分をしっかりと
抱えたみずみずしい状態に整え、その
後のスキンケアの浸透＊4を高めます。

使用量：2～3プッシュ
��g

エステファクト
Wエッセンスソープ

「クリアソープ層」と「うるおいソー
プ層」の2層で汚れや皮脂をすっき
りと落とし、うるおってなめらかな
つるんと肌へ。

使用量：適量

��mL×��枚

エステファクト
SCシートマスク

肌の凹凸にぴったり密着するやわら
かシートが、うるおいをチャージして
ハリ・ツヤ肌へ。※SCサイエンスAAA＊1
は配合されておりません。

エステファクト パープルライン

商品番号

��g　 SPF��+ PA++++

エステファクト
CCクリーム

紫外線から守り、メイクしながらスキ
ンケアできてカバー力にも優れたファ
ンデーション。ソフトフォーカスカ
バー効果で、なめらかなツヤ肌に。

使用量：1～2プッシュ

��g

エステファクト
アイクリーム（ローラー付）

ヘッドの3点ローラーがエステティシャ
ンの指のようなトリートメントを再現。
目元にハリ。

使用量：適量

商品番号

（効能評価試験済み）

乾燥による小じわを
目立たなくさせます

商品番号

��g

エステファクト 
ディープモイスチャージェル

新たに「SCサイエンスD7＊4」を配合し、1品に乳
液・化粧水・美容液・クリーム・パック・化粧下地に
加え、濃厚リッチなオイルパックの機能もプラス。

使用量：朝パール粒大3つ分、夜さくらんぼ大1つ分

SCサイエンスD7＊4  GFサイエンスAAA＊5 配合エステファクト パープルライン ディープライン

（効能評価試験済み）

乾燥による小じわを
目立たなくさせます

＊4：7つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス、サポナリアプミラカルス培養エキス、リンゴ果実培養細胞
エキス、コンフリーカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成分（保湿成分）　＊5：3つのペプチド成分（アセチルデカペプチド-3、オリゴペプチド-20、カプロ
オイルテトラペプチド-3：保湿成分）をゴールド（金：保湿成分）に被覆させた成分（保湿成分）。　

（効能評価試験済み）

乾燥による小じわを
目立たなくさせます

商品番号

��g

エステファクト
スーパーリフトジェル

独自成分と新成分の6種のコラーゲン・セラミ
ド・ヒアルロン酸を豊富に配合し、オイルラッピ
ング処方でパワーアップしたジェル。お肌の乾
燥にリッチなうるおいを与え、よりハリ・ツヤの
ある肌へ導きます。

使用量：パール粒大2つ分

商品番号

商品番号

���mL

エステファクト 
アクアローション

美容成分を贅沢配合。コットンに浸し
て、ローションパックにもおすすめ。　

使用量：コットンが充分浸る程度
　　 　（500円玉大）

���mL

エステファクト
エンリッチローション

6種類の植物オイルをナノ化して20%
配合。まるでクリームを溶かしたよう
なミルキーなテクスチャーの高保湿
ローション。しっかりうるおってもっち
り肌に。

使用量：コットンが充分浸る程度
　　 　（500円玉大）

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格
メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格



SCサイエンスAAA＊1 または SCサイエンスSP＊2 配合エステファクト ホワイトラインSCサイエンスAAA＊1 配合エステファクト プラチナライン

16種類のビタミン成分＊4がうるおい
をぎゅーっと閉じ込め、キメと毛穴を
整えます。しっかりうるおうのにベタ
つかない化粧水。

4つのビタミンC誘導体＊4を配合。ス
キンケア効果を発揮しながら、光を
拡散させて気になる部分を自然にカ
バー。

���mL 

エステファクト
モイスチャーローション 

使用量：コットンが充分浸る程度
　　 　（500円玉大）

使用量：1～2プッシュ
��g　SPF��+ PA++++

エステファクト
ホワイトCCクリーム

��mL

エステファクト 
ホワイトイントロ美容液

クールレシピ処方で、肌をひんや
り冷やしながら角質を整え、スキ
ンケアの浸透＊3を高めます。

使用量：2～3プッシュ

使用量：適量
���g

エステファクト
エッセンスソープ V�

48種類の美容成分を配合。濃厚リッ
チなクリーミー泡が、不要な角質や毛
穴の汚れを落としながら、しっとりう
るおうもっちり肌へ。

���mL

エステファクト
ファーストミルク V�

セラミドコンプレックス＊4が肌を柔軟
にやわらげて、ふっくらキメの整った
肌に導き、スキンケアの浸透＊3を高め
ます。

使用量：2～3プッシュ

使用量：コットンが充分浸る程度
　　 　（500円玉大）

���mL

エステファクト
クリアローション

角質ケア＆くすみケア成分を10種類、
美肌電解液を78%配合。うるおいを
与えてつるつるでクリアな肌へ。

商品番号

商品番号 商品番号

商品番号 商品番号

���g

エステファクト
クレンジングフォーム V� 

泡マッサージ＋泡パック＋
泡洗顔のトリプル炭酸美肌
ケア。

使用量：ピンポン玉大

商品番号

商品番号

��mL

エステファクト
メイクアンレ V� 

デリケートな目元に負担を
かけずにハードなメイクも
するっと落とす、2層タイプ
のポイントメイク専用リムー
バー。

使用量：適量 使用量：さくらんぼ大
���g

エステファクト
クレンジング V�

落ちにくいメイクや毛穴の
奥の汚れをしっかり落とし
ながら、キメを整えなめらか
な肌に保つ、美容クリームの
ようなクレンジング。

商品番号

商品番号

微粒子クレイが古い角質
や毛穴の汚れに吸着。美
容成分が浸透＊3し、つるす
べ肌に。

���g

エステファクト
ホワイトマスク

使用量：皮膚が隠れる程度
　　　 （マスカット大）

商品番号

■ホワイトとは、テクスチャー及びパッケージのカラーをイメージした商品の事です。　＊1：3つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培
養細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成分（保湿成分）　＊2：5つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉
培養細胞エキス、サポナリアプミラカルス培養エキス、リンゴ果実培養細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成分（保湿成分）　＊3：角質層まで　＊4：保湿成分　＊5：美容成分を角質層まで届けること

使用量：1～2プッシュ
��g

エステファクト 
ホワイトジェルV��

みずみずしい水光美肌を目指す1品6役のオール
インワンジェル。5つの植物幹細胞由来成分を
プラチナに被覆させ浸透＊3を高めた独自成分＊2、
10種類のビタミンC誘導体＊4とその働きを
サポートする6種類のマルチビタミン＊4を配合、
ツヤ・ハリ・うるおいに満ち、クリアに輝く肌へ
と導きます。

商品番号

（効能評価試験済み）

乾燥による小じわを
目立たなくさせます

���mL

エステファクト
エッセンス V�

角質細胞のひとつひとつにたっぷりと
うるおいを届け、みずみずしいうるお
いとクリア感あふれる肌に導きます。

使用量：7～10プッシュ

商品番号

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格 メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格 メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格
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SCサイエンスAAA＊1 配合エステファクト プラチナラインSCサイエンスAAA＊1 配合エステファクト プラチナライン

＊1：3つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成
分（保湿成分）

���g

エステファクト
GDピーリングジェル

24Kの金箔入りのピーリングジェル
が、古い角質や汚れを絡めとり、うる
おいに満ちたなめらかな肌に。

使用量：5～8プッシュ 使用量：3～5滴（0.3～0.5mL）
��mL

エステファクト
GDオイルインセラム

さらっとなじんでベタつかない。オイ
ルを内包した美容液が、すばやくなじ
みもっちりツヤ肌に。

高濃度＊2 SCサイエンスAAA＊1 ゴールドAG＊3 配合　※スプレーガンを除くエステファクト プラチナライン ゴールドライン

＊2：SCサイエンスAAAを10倍濃縮したエキス　＊3：幹細胞由来保湿成分（グロブラリアコルジホリアカルス培養エキス：保湿成分）をゴールド（金：保湿成分）に被覆させた成分です。　＊4：角質層まで

�mL×��本

エステファクト
GDピュアコンセントレート

肌にぴったりとどまり、じっくり浸透＊4、ふっくら
と弾むようなハリを与えます。フレッシュな1本
使い切りタイプ。

�mL×��本

エステファクト
GDウルトラセラム��

たかの友梨独自保湿成分を高濃度で配合
したシリーズ最高級の集中美容液。

本体、ACアダプター、付属品
（お手入れ用ピン×�、

ガラスビン×�、ビン台座×�）
取扱説明書

たかの友梨
スプレーガン

美容液を微細な霧状に
し肌の細かい凸凹まで
くまなく届けます。

使用量：2～3プッシュ 使用量：マスカット大

使用量：適量
���g

エステファクト
ボディクリーム

濃密なクリームが肌にとろけるように
なじみ、ベタつかずしっとりした感触。

使用量：適量
��g

エステファクト
ハンドクリーム

パウダー成分がシミやくすみもカバー
し、自然なクリア感のある手肌を演出。

●エステファクト ファーストミルク V� ミニ（��mL）
●エステファクト エッセンス V� ミニ（��mL）
●エステファクト ディープモイスト V� ミニ（��g）

エステファクト
V� コスメセット

旅行やお出かけに便利なコンパクトサ
イズ。スパンコールがまぶしい華やか
なポーチをセットにしました。

��g

エステファクト
ディープモイスト V�

活力を感じるようなうるおいを与え、
肌が湧き上がるように満ちて、若々し
い印象の肌へと導く高機能クリーム。

使用量：パール粒大2つ分

��mL

エステファクト
オイルミスト V�

��g

エステファクト
トリートメントクリーム V�

肌の上でするするとのびて、しっとり
なじむトリートメント用保湿クリーム。

商品番号

商品番号
商品番号

商品番号 商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

��mL×�枚

エステファクト
バイオセルロースマスク

プルプルのナノ繊維シートに美容液
がたっぷり含まれ、しっかり肌に密
着。みずみずしく、弾むようなハリと弾
力を実感。

商品番号

商品番号 商品番号

商品番号

理想的なうるおいバランスとされる水
分：油分の黄金比8：2の2層式オイル
in美容液。うるおいを与えながら閉じ
込め、ツヤ肌に。

���mL

エステファクト
ミルキーローション V�

まるで美容液のような乳液。56種類の
美容成分を配合した濃密なうるおい
が肌を覆い、美肌へ導きます。

使用量：500円玉大

商品番号

メーカー小売希望価格 メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格
メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格 メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格 メーカー小売希望価格
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エステファクト UVシリーズ

全品医薬部外品たかの友梨 薬用ホワイト 全品医薬部外品たかの友梨 薬用ホワイト

SCサイエンスAAA＊3 配合

＊3：3つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成
分（保湿成分）

＊1：メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぐ、または、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐこと。　＊2：角質層まで　

使用量：2～3プッシュ

���mL

たかの友梨 ホワイト
エッセンスミルク

肌を磨き上げるように、澄んだ明るさ
とクリア感を引き出します。

使用量：4～5プッシュ

���g

たかの友梨 ホワイト
ウォッシングフォーム

濃密泡で、メラニンを含む不要な角質
や皮脂などをすっきり取り除きます。

使用量：約2cm
���g

たかの友梨 ホワイト
クレンジング

柔らかなクリーム状が、メイクとなじ
むとオイル状に変化。ハードなメイク
汚れもスルッとオフします。

使用量：さくらんぼ大

��mL

たかの友梨 ホワイト
エッセンスオイル

肌表面をうるおいのヴェールで覆い、
美白＊1有効成分を閉じ込めてじっくり
浸透＊2させます。

��g　SPF��+ PA++++

エステファクト
UVベース

56種類の美容成分を配合し、スキン
ケア効果と高いUVカットを両立。

��g　専用パフ付　SPF��+ PA++++

エステファクト
UVエッセンスパウダー

強力な紫外線を防ぐ、美容成分配合
のエッセンスパウダー。8種類の機能
性パウダーが、毛穴や凹凸、テカリを
カバーし美しい肌を演出します。

商品番号

商品番号

商品番号

��mL×�枚

たかの友梨 ホワイト
エッセンスシートマスク

コットン100％のシートマスクに美白＊1
美容液をたっぷり含み、角層のすみず
みまで送り届けます。

商品番号

●クレンジング ミニ（��g）
●ウォッシングフォーム ミニ（��g）
●エッセンスミルク ミニ（��mL）
●エッセンスローション ミニ（��mL）
●エッセンス クリーム ミニ（�g）
●トランクポーチ（ストラップ紐・ショルダー紐付き）

たかの友梨 ホワイト トラベルセット

紫外線が気になるお出かけや旅行先でも美白＊1ケアできます。

商品番号

商品番号

商品番号 商品番号

��g　SPF��+ PA++++

エステファクト
UVスティック

37種類の美容成分を配合。スキンケ
ア・メイク・UVケアの3役が同時にで
きるファンデーション。

商品番号 商品番号

ウォータープルーフ

��g　SPF��+ PA++++

エステファクト
UVスプレー

手間をかけずに全身ブロックできる
スプレータイプ。

ウォータープルーフ

ウォータープルーフ

��g

たかの友梨 ホワイト
エッセンスクリーム

メラニンによるシミやそばかすを防い
で、明るい輝きを放つようなクリア感
のある肌へ。

使用量：パール粒大2つ分

商品番号

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格 メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格
メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格
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SCサイエンスAAA＊1 配合　※エステファクト ジュエリーパクト、エステファクト メイクブラシを除くエステファクト メイクシリーズSCサイエンスAAA＊1 配合　※エステファクト アイブロウ（アイリキッド）を除くエステファクト メイクシリーズ

��g　専用パフ付
SPF��+ PA+++

エステファクト 
ジュエリーパクト
レフィル

�個入

エステファクト 
ジュエリーパクト
パフ

ブラウン パープル グリーン

エステファクト アイブロウ用
ペンシルホルダー
※アイブロウペンシル別売り
自然なぼかしに便利なアイ
ブローブラシ付きです。　

商品番号

ストロベリーピンク

アプリコットピンク

モカブラウン

シナモンピンク

チェリーレッド

商品番号

オパールピンク

ローズダイヤモンド

アメジストパープル

ルビーカクテル

商品番号

01 グレー

02 ブラウン

03 イエローブラウン

商品番号

シャイニーシルバー

ゴールドベージュ

＊1：3つの幹細胞由来保湿成分（アルガニアスピノサカルス培養エキス、リョクトウ成長点細胞培養エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス：保湿成分）をプラチナ（白金：保湿成分）に被覆させた成
分（保湿成分）　＊2：水・ココヤシ水を含む

↑ペンシルを
　セットしたイメージ

��g　専用パフ付
SPF��+ PA+++

エステファクト
ジュエリーパクト

美容液成分66%＊2配合で、
メイクしながらスキンケア。
エッセンスポケットシステム
が叶える究極のツヤ肌。

��g　パフ�個付

エステファクト
エッセンスパウダー
レフィル��g　パフ�個付

エステファクト
エッセンスパウダー

美容成分を45種類も配合し、スキンケア・
ライトメイク・おしろい・化粧直し・寝化粧
の5つの役割を果たすパウダー。

全�色

エステファクト 
セラムルージュ

トパーズイエロー
エステファクト エッセンスリップ

全�色
エステファクト エッセンスグロス

明るいイエローで唇のくすみをとば
し、クリア感をアップ。エッセンスグロ
スに保湿成分をプラスした処方。

唇にハリ・ツヤ・うるおいを与える美容成分を配合。唇にぴっ
たりフィットし、鮮やかな発色で、しっとりが持続します。

コーラルピンク
エステファクト チークカラー

なめらかに伸び、リキッドのような
フィット力。数種類の色味をお好
みでブレンドして使用できます。
淡い色をとってハイライトとしても
使用可能。

全�色
エステファクト アイシャドウパウダー

まぶたにしっとり密着し、ふんわ
り自然でやわらかい発色を実現。

��ブラウン

エステファクト アイブロウ（アイリキッド）

全�色 �本入
※ペンシルホルダー別売り

エステファクト アイブロウペンシル

１本１本美しく自然に仕上げら
れる極細筆。汗や皮脂に強く、美
しい眉が長時間持続。※SCサイエ
ンスAAA＊1は配合されておりません。

肌色になじむ色で、なめらかに自然な眉を描けます。

エステファクト
セラムリップ
美容成分を凝縮したリップケア
層（外）と、メイク層（内）の2層構
造。ほんのり色づき、うるおいの
ある艶やかな唇に。

スキンケア発想のルージュ。メイ
ク層（外）とリップケア層（内）の2
層構造。体温で溶ける処方で、な
めらかな塗り心地で唇にフィット
し、きれいに発色。

商品番号 メーカー小売希望価格

商品番号 メーカー小売希望価格

商品番号 メーカー小売希望価格商品番号 メーカー小売希望価格

商品番号 メーカー小売希望価格

商品番号 メーカー小売希望価格

商品番号 メーカー小売希望価格

全�色
エステファクト クリーミィアイシャドウベース

まぶたに乗せた瞬間オイルが広がり、パウダーがぴっ
たりフィットして、つけ立ての輝きとうるおいが持続。

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

メーカー小売希望価格

商品番号 メーカー小売希望価格

商品番号 メーカー小売希望価格 商品番号 メーカー小売希望価格
美
容
液

ク
リ
ー
ム

日
焼
け
止
め

化
粧
下
地

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

カ
ラ
ー

コ
ン
シ
ー
ラ
ー

フ
ァ
ン
デ
ー

シ
ョ
ン

��g　専用パフ付
SPF��+ PA+++

エステファクト 
ジュエリーパクトSP
レフィル

��g　専用パフ付　SPF��+ PA+++

エステファクト
ジュエリーパクトSP

ダイヤモンドパウダーとツバキエキス（保湿成分）
を配合し、グレードアップしたジュエリーパクトの
スペシャル版。

商品番号 メーカー小売希望価格 商品番号 メーカー小売希望価格

美
容
液

ク
リ
ー
ム

日
焼
け
止
め

化
粧
下
地

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

カ
ラ
ー

コ
ン
シ
ー
ラ
ー

フ
ァ
ン
デ
ー

シ
ョ
ン

ウォータープルーフ

商品番号

ブラウン

パープル

グリーン




