
ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

洗顔シリーズ

メイク落とし ＣＡメイクアップクレンジング

メイク落とし ＣＡポイントメイクリムーバー

メイクを浮かし、拭き取らず洗い流せる水溶性
クレンジングですので、敏感肌でも肌への負担
が少ないです。  
トリエチルへキサノイン/イソノナン酸イソトリデシ
ル/グリセリン/オクチルドデセス－２５/水/エチル
ヘキサン酸セチル/メチルグルセス－１０ /テトラ
オレイン酸ソルベス－３０/ソルビトール/グリチル
リチン酸２Ｋ/甘草エキス/グルコース/ホホバ油/ス
クワラン/トコフェロール /ダイズ油/エタノール/メチ
ルパラベン  
 
       

通常の洗顔では落ちにくい部分的な頑固なメイ
クの汚れを肌にむりなく落とします。 

トリエチルへキサノイン/イソノナン酸イソトリデシ
ル/グリセリン/オクチルドデセス－２５/水/エチル
ヘキサン酸セチル/メチルグルセス－１０ /テトラ
オレイン酸ソルベス－３０/ソルビトール/グリチル
リチン酸２Ｋ/甘草エキス/グルコース/ホホバ油/ス
クワラン/トコフェロール /ダイズ油/エタノール/メチ
ルパラベン  
 
       

特　長

全成分

特　長

全成分

【普通サイズ】
内容量 90ｇ
5,500 円 ( 税込 )

内容量 270ml
9,900 円 ( 税込 )

【徳用サイズ】
内容量 370g

13,200 円 ( 税込 )

【普通サイズ】
内容量 90ｇ
5,500 円 ( 税込 )

【徳用サイズ】
内容量 380g

14,300 円 ( 税込 )

洗　顔　料 ＣＡクレンジングフォーム

皮質の乾燥度・敏感度の高い方にも安心してご使
用頂ける刺激を抑えた洗顔フォーム。脂・メイク等
の肌に付着した汚れや毛穴の汚れを肌に負担な
くしっかり落とします。 

水/グリセリン/ステアリン酸/ミリスチン酸/水酸化Ｋ/ラ
ウリン酸/パルミチン酸/ＢＧ/ジステアリン酸グリコール/
ＰＥＧ－４００/グリコシルトレハロース/ヤシ油脂肪酸
Ｋ/ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）/セテス－２/加水分解
水添デンプン/セテス－７/ポリクオタニウム－３９/ポリ
クオタニウム－７/シコンエキス/ミリスチン酸オクチルド
デシル/スクワラン/オリーブ油/ナタネ油/トコフェロール
/ダイズ油/ペンテト酸５Ｎａ/メチルパラベン/プロピル
パラベン

特　長

全成分



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

美容液

マイナス専用 ＣＡエッセンス№１（スムース）

イオン導入専用美容液です。マイナス(-)でイオ
ン導入する事で保水力を強化します。 

水/ＢＧ/グリセリン/ベタイン/スギナエキス/ホップエキス/
マツエキス/レモン果実エキス/ ローズマリーエキス/アルニ
カ花エキス/キュウリ果実エキス/セイヨウキズタエキス/ セ
イヨウニワトコエキス/ゼニアオイエキス/パリエタリアエキ
ス/キサンタンガム/リンゴ酸/ 乳酸/グリコール酸/酒石酸/ク
エン酸Ｎａ/クエン酸/カルボマー/水酸化Ｎａ/ペンテト酸
５Ｎａ/ メチルパラベン/エチルパラベン 
 

       

特　長

全成分

【徳用サイズ】
内容量 80ml

20,000 円 ( 税別 )

マイナス専用 ＣＡエッセンス№２（ホワイト）

イオン導入専用のシミ肌用美容液です。マイナス
(-)でイオン導入する事でシミ・ソバカス・紫外線に
よる色素沈着を 抑える能力を強化します。 
水/グリセリン/ＢＧ/ローズ水/ウワウルシ葉エキス/リン酸ア
スコルビルＭｇ/カンゾウ根エキス/セイヨウキズタエキス/
アルニカ花エキス/セイヨウオトギリソウエキス/ハマメリス
葉エキス/ブドウ葉エキス/セイヨウトチノキ種子エキス/クレ
マティスエキス/セイヨウナツユキソウ花エキス/スギナエキ
ス/ヒバマタエキス/メチルグルセス－１０/ベタイン/キサン
タンガム/ピロ亜硫酸Ｎａ/水酸化Ｎａ/クエン酸/クエン酸
Ｎａ/ペンテト酸５Ｎａ/メチルパラベン

 
       

特　長

全成分

【徳用サイズ】
内容量 80ml

20,000 円 ( 税別 )

マイナス専用 ＣＡエッセンス№８（セネスアクティブ）

イオン導入専用の美容液です。抗老化作用を目的
とし、高い保湿力、ハリ・弾力の改善を目的として
います。 
水/ＢＧ/グリセリン/１，２－ヘキサンジオール/ウワウルシ
葉エキス/メチルグルセス－１０/ ベタイン/アロエベラ葉エ
キス/カッコンエキス/クロレラエキス/スギナエキス/ホップ
エキス/ マツエキス/レモン果実エキス/ローズマリーエキス
/アルニカ花エキス/キュウリ果実エキス/ セイヨウキズタエ
キス/セイヨウニワトコエキス/ゼニアオイエキス/パリエタリ
アエキス/ ヒアルロン酸Ｎａ/アラントイン/グリチルリチン酸
２Ｋ/パルミトイルペンタペプチド－４/ ポリソルベート20
/カルボキシメチルキチン/キサンタンガム/カルボマー/クエ
ン酸/クエン酸Ｎａ/ エタノール/水酸化Ｎａ/メチルパラベン 
       

特　長

全成分

【徳用サイズ】
内容量 80ml

20,000 円 ( 税別 )



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

美容液

プラス専用 ＣＡエッセンス№３（オイリーセンシティブ）

脂性肌専用美容液です。プラス(+)でイオン導入
する事で皮脂分泌のバランスを整えようとする
能力を強化します
水/ＢＧ/グリセリン/ベタイン/スギナエキス/ホップエキス/
マツエキス/レモン果実エキス/ ローズマリーエキス/アルニ
カ花エキス/キュウリ果実エキス/セイヨウキズタエキス/ セ
イヨウニワトコエキス/ゼニアオイエキス/パリエタリアエキ
ス/キサンタンガム/リンゴ酸/ 乳酸/グリコール酸/酒石酸/ク
エン酸Ｎａ/クエン酸/カルボマー/水酸化Ｎａ/ペンテト酸
５Ｎａ/ メチルパラベン/エチルパラベン 
 
       

特　長

全成分

【普通サイズ】
内容量 30ml
13,000 円 ( 税別 )

【徳用サイズ】
内容量 80ml

20,000 円 ( 税別 )

プラス専用 ＣＡエッセンス№４（ドライセンシティブ）

乾燥肌用美容液です。プラス(+)でイオン導入する
事で肌の保護機能を高める能力を強化します。 

水/グリセリン/１，２－ヘキサンジオール/パルミトイルペ
ンタペプチド－４/ヒアルロン酸Ｎａ/ベタイン/メチルグル
セス－１０/アラントイン/グリチルリチン酸２Ｋ/クチナシ
果実エキス/スギナエキス/ホップエキス/セイヨウアカマツ
球果エキス/レモン果実エキス/ローズマリー葉エキス/オラ
ンダカラシエキス/ゴボウ根エキス/サボンソウ葉／根エキ
ス/セイヨウキズタ葉／茎エキス/セージ葉エキス/カルボキ
シメチルキチン/キサンタンガム/カルボマー/ポリソルベー
ト２０/ＢＧ/クエン酸/クエン酸Ｎａ/水酸化Ｎａ/エタノー
ル/デキストリン/メチルパラベン/クチナシ青 
       

特　長

全成分

【普通サイズ】
内容量 30ml
13,000 円 ( 税別 )

【徳用サイズ】
内容量 80ml

20,000 円 ( 税別 )



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

整肌用化粧水

化粧水 (顔用 ) ＣＡモイスチャーライザー

整肌作用と美白作用を持ち、蒸発しにくいジェル
状ですので、少量でも保湿性が高く、又、体液より
 濃度が高い為浸透圧の働きで、肌の潤いを高め
ます。皮脂の乾燥度・敏感度の高い方にも安心し
てご使用いただけますよう 刺激を抑えています。 

水/グリセリン/BG/メチルグルセス－１０/カンゾウ根エキ
ス/ダイズエキス/アロエベラ葉エキス/ヒアルロン酸Na/パ
ルミトイルペンタペプチド－４/ベタイン/グリチルリチン酸
２Ｋ/アラントイン/スクワラン/メタリン酸Na/トコフェロー
ル/カルボマー/水酸化K/ＰＰＧ－９ジグリセリル/ポリソル
ベート２０/エタノール/メチルパラベン
 
       

特　長

全成分【普通サイズ】
内容量 100g
5,500 円 ( 税込 )

【徳用サイズ】
内容量  370g
14,300 円 ( 税込 )



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

ヘアケアシリーズ

頭  皮 ケ ア ＣＡヘアスキャルプクレンジング

頭皮の毛穴に詰まった皮質を取り除きます。
毛髪の発育環境を整え、健康でコシのある髪を実
現します。また、皮脂の酸化による嫌な臭いを防ぎ
ます。 
水/グリセリン/ＢＧ/ラウリルグルコシド/ココイルアラニンＴ
ＥＡ/エタノール/センブリエキス/ オタネニンジンエキス/ボ
タンエキス/アルニカ花エキス/オドリコソウ花エキス/オラン
ダカラシエキス/ ゴボウ根エキス/セイヨウキズタエキス/ニ
ンニクエキス/マツエキス/ローズマリーエキス/ローマカミ
ツレエキス/ グリチルリチン酸２Ｋ/酢酸トコフェロール/メン
トール/カフェイン/カルボマー/ペンテト酸５Ｎａ/水酸化
Ｎａ/ 香料/フェノキシエタノール/メチルパラベン/エチルパ
ラベン 

特　長

全成分

内容量 560ml
4,180 円 ( 税込 )

ヘ ア ケ ア ＣＡヘアシャンプー

頭皮・毛髪に付着した汚れ（スタイリング剤等）を
しっかり落とす洗浄力と、髪に潤いを与える保湿
成分配合。 

水/ラウレス硫酸Ｎａ/コカミドプロピルベタイン/コカミドＤ
ＥＡ/ＢＧ/ラウラミノプロピオン酸Ｎａ/ スルホコハク酸
（Ｃ１２－１４）パレス－２Ｎａ/ラウリルグルコシド/褐藻

シキロドヒ）シキポロプルリシルチメシキロドヒジ（ /スキエ
プロピル加水分解シルク/加水分解コムギタンパク/ ポリク
オタニウム－１０/ベタイン/ジステアリン酸グリコール/クエ
ン酸/リンゴ酸/乳酸/エタノール/ ペンテト酸５Ｎａ/メチル
パラベン/プロピルパラベン/香料 

特　長

全成分

ヘア ケ ア ＣＡヘアトリートメント

肌に髪が付着しても、肌トラブルを起こさない。
髪の表面をコートして、滑りや指どおりをよくしま
す。 

 水/ミネラルオイル/ジメチコン/ＢＧ/セタノール/ステアロキ
シプロピルトリモニウムクロリド/トリポリヒドロキシステア

ドヒジ（/ルーコルアルリアテス/ルチリスリエタンペジ酸ンリ
ロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分
解コラーゲン/セリン/グリシン/グルタミン酸/アラニン/リシ
ン/アルギニン/トレオニン/プロリン/ミツロウ/オリーブ油/ア
ルキル（Ｃ１２，１４）オキシヒドロキシプロピルアルギニン
ＨＣｌ/ＰＣＡ－Ｎａ/ベタイン/エタノール/ソルビトール/
クエン酸/メチルパラベン/プロピルパラベン/香料 

特　長

全成分

内容量 560ml
4,180 円 ( 税込 )

内容量 560ml
4,180 円 ( 税込 )



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

スペシャルケア

美 肌 ケ ア ＣＡホワイトパック

強力美白作用を持つホワイト専用パックですの
で、肌のシミを薄くします。 (敏感肌の方は刺激を
感じることがあります。) 

特　長

全成分

【普通サイズ】
内容量 90g

8,800 円 ( 税込 )

美 肌 ケ ア ＣＡマッサージ＆ホワイトパック

油を使用していない水溶性のマッサージゲルで、
発汗を促進し、毒素の排出を助けます。又、皮膚代
謝・新陳代謝を良くして、肌に弾力を与えます。 

ス/パルミトイルペンタペプチド－４/カンゾウ根エキス/ア
ラントイン/グリチルリチン酸２Ｋ/ピリドキシンＨＣｌ/マ
ロニエエキス/ウイキョウ果実エキス/オレイン酸ＰＥＧ－
10/ポリソルベート２０/ＢＧ/リボフラビン酪酸/カルボマ
ー/水酸化Ｋ/エタノール

特　長

全成分
【普通サイズ】
内容量 100g

8,800 円 ( 税込 )

美 肌 ケ ア ＣＡピーリングクリーム

低刺激のピーリング専用パックです。口の周り・小
鼻等のクスミの多い部分に使用します。（目の周り
等の特に敏感な部分には使用しないで下さい。） 

水/シクロペンタシロキサン/トリエチルヘキサノイン/BG/
シャクヤク根エキス/センキュウエキス/シコンエキス/リンゴ
酸ジイソステアリル/ミリスチン酸オクチルドデシル/ＥＤ
ＴＡ－２Ｎａ/クエン酸Ｎａ/エタノール/グルコン酸クロル
ヘキシジン/メチルパラベン

特　長

全成分
【普通サイズ】
内容量 80g

6,600 円 ( 税込 )

水 / トリエチルヘキサノイン /タルク /グリセリン /
スクワランステアリン酸 /ハチミツ /トリイソステア
リン酸ポリグリセリル -2/ ベヘニルアルコール /酸化
チタン /ＢＧ/ ジステアリン酸グリコール /ヘキサヒ
ドロキシステアリン酸ジベンタエリスリチル /ミリス
チン酸 /ウワウルシ葉エキス /リン酸アスコルビルＭｇ/
ユキノシタエキス /アロエフェロックス葉エキス /カ
ンゾウ根エキス /ウンシュウミカン果皮エキス /ソメ
イヨシノ葉エキス /グリチルリチン酸 2Ｋ/ ステアリ
ン酸グリセリル /ステアリン酸 /グリセリル（ＳＥ）
マイクロクリスタリンワックス /水酸化ＡＩ/メリル
パラベン酸化鉄 /シアンノコバラミン



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

超敏感肌ジリーズ

洗　顔　料 ＣＡフェイシャルソープ

超敏感肌専用の特殊な純練り石鹸ですので、
汚れを落とすことよりも、肌の保護を優先する肌に
使用します。
カリ含有石ケン素地/DPG/水/グリセリン/スクロース/ソルビ
トール/ステアロイルグルタミン酸2Na /スクワラン/ハチミツ
/加水分解シルク/エチドロン酸4Na
       

特　長

全成分
【固形石鹸】
内容量 100g
4,180 円 ( 税込 )

美　容　液 ＣＡモイスチャーエッセンス

 消炎の事を考えた超敏感肌専用の高保湿美容
液です。(イオン導入にはご使用になれません)  

水/ＢＧ/グリセリン/ペンチレングリコール/加水分解卵殻膜
/パルミトイルペンタペプチド－４/ カルボマー/ポリソルベ
ート２０/ベタイン/アラントイン/ヒアルロン酸Ｎａ/ 黒砂糖
エキス/ヨモギエキス/チョウジエキス/キョウニンエキス/ビ
ワ葉エキス/カミツレエキス/ モモ葉エキス/シソエキス/アミ
ノカプロン酸/グリチルリチン酸２Ｋ/シコニン/ キサンタン
ガム/メタリン酸Ｎａ/エタノール/フェノキシエタノール 

特　長

全成分

カユミのある方や肌荒れを起こしている方用の
クリームです。キズついたお肌を優しく整えます。 特　長

全成分

内容量 80ml
17,600 円 ( 税込 )

特  殊  保  護 ＣＡコントロールクリーム

内容量 90g
13,200 円 ( 税込 )

水 / グリセリン /パルミチン酸イソプロピル /スクワラン /
ＢＧ/ ステアリン酸 /ベヘン酸 /ペンチレングリコール /ス
テアリン酸グリセリル /ステアリン酸グリセル（ＳＥ）/水
添レシチン /ジメチコン /エタノール /ビフィズス菌培養溶
解質 /オレンジ油 /トコフェロール /ユーカリ葉油 /シソ葉
エキス /カワラヨモギエキス /フェノキシエタノール



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

乳液

乳　　　液 ＣＡモイスチャー＆サンスクリーン

個々の肌や季節に応じて油分の調整ができ、メイ
セッエはに整調分油（ 。すまきで用使もに地下のク

ンシャルオイルを混ぜます） 
水/BG/グリセリン/ＰＥＧ－４０水添ヒマシ油/シア脂/スク
ワラン/甘草エキス/アロエフェロックス葉エキス/ユキノシタ
エキス/シコンエキス/ベタイン/ジメチコン/ミリスチン酸オ
クチルドデシル/ベヘニルアルコール/ラウロイルグルタミン
酸ジ（コレステリル／ベヘニル／オクチルドデシル）/テトラ

ルリテスレコ（)03-01C（酸肪脂/０６－スベルソ酸ンイレオ
/ラノステリル）
       

特　長

全成分

【普通サイズ】
内容量 30ml
5,500 円 ( 税込 )

【徳用サイズ】
内容量 80ml

11,000 円 ( 税込 )

日焼止め乳液 ＣＡサンプロテクト

紫外線を吸収し、色素沈着を起こしにくく、又、 保
湿効果もありますので、乾燥による肌荒れ対策に
もなります。 メイクの下地にも使用できます。
 
水/シクロペンタシロキサン/酸化亜鉛/ジメチコン/ＤＰＧ/
酸化チタン/ イソノナン酸イソトリデシル/ポリグリセリル－
３ポリジメチルシロキシエチルジメチコン/ＰＥＧ－９ポリ
ジメチルシロキシエチルジメチコン/ グリチルリチン酸２Ｋ
/ワサビノキ種子エキス/ゲンチアナ根エキス/ アロエフェロ

ロク））５１／０１－ＧＥＰ（／ンコチメジ（/スキエ葉スクッ
スポリマー/ステアリン酸/トリエトキシシリルエチルポリジメ

ビ／ンコチメジ（ /ンコチメジルシキヘルチエシキロシルチ
ニルジメチコン）クロスポリマー/タルク/グリセリン/ＢＧ/水
酸化Ａｌ/塩化Ｎａ/クエン酸Ｎａ/メチルパラベン/酸化鉄
       

特　長

全成分

浸透性に優れ、表皮の保護を目的としています。
モイスチャーライザーやモイスチャー＆サンスク
リーンに加えて使用します。 
（重ね塗りの保護はできません）
 
ミネラルオイル/スクワラン/ホホバ油/パルミチン酸イソプ
ロピル/マカデミアナッツ油/ トコフェロール/シコンエキス
/ダイズ油/ミリスチン酸オクチルドデシル 

特　長

全成分

【普通サイズ】
内容量 30ml
6,600 円 ( 税込 )

【徳用サイズ】
内容量 80ml

13,200 円 ( 税込 )

添加用オイル ＣＡエッセンシャルオイル

内容量 30ml
8,800 円 ( 税込 )



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

ボディケアシリーズ

ボディ ケ ア ＣＡボディソープ

泡切れを良くすることで、乾燥などによるかゆみを
抑えます。また、デオドランド効果で気になる臭い
を解消。荒れた手にも優しく、ご使用いただけます。

特　長

全成分

内容量 560ml
4,180 円 ( 税込 )

水/カリ石ケン素地/ミリスチン酸/イソペンチルジオール
コカミドＤＥＡ/ミリスチン酸Ｋ/コカミドプロピルベタイ
ン/ラウリン酸/水酸化Ｋ/ジステアリン酸グリコール/タウ
リン/リシンＨＣｌ/グルタミン酸/グリシン/ロイシン/ヒス
チジンＨＣｌ/セリン/バリン/アスパラギン酸Na/トレオニ
ン/アラニン/イソロイシン/フェニルアラニン/アルギニン
プロリン/チロシン/イノシン酸２Ｎａ/グアニル酸２Ｎａ
アラントイン/チャ葉エキス（チャエキス）/アロエフェロック
ス葉エキス（アロエエキス又はケープアロエエキス）
褐藻エキス（フコイダン）/加水分解コラーゲン/ヒアルロ
ン酸Ｎａ/ＢＧ/ペンチレングリコール/ペンテト酸５Ｎａ
パルミチン酸/エタノール/ポリクオタニウム－３９
香料/フェノキシエタノール



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

美顔器 /ファンデーション

美  顔  器 アビリティライザー（ハンデエィイオン導入器）

化粧品を表皮に塗布するだけでは肌質の改善は
できません。 肌の生きている細胞に栄養を届ける
のを可能にしたのがヒールライズです。 
ヒールライズで生きている細胞を活性化すること
で肌の持つ生理機能を向上させ美しい肌に導い
ていきます。 

特　長

69,300 円 ( 税込 )

水ファンデ ＣＡモイストウォータリーファンデーション

天然保湿因子(NMF)が肌に水分を補給します。
また、キメ細かな色のりで色むらが起こりにくく、 
今までのファンデーションになかったサラサラ感
が実感できます。 

水/BG/グリセリン/酸化チタン/タルク/エタノール/クインス
シードエキス/ヒアルロン酸Na/甘草フラボノイド/トコフェ
ロール/ダイズ油/ヒドロキシエチルセルロース/キサンタン
ガム/ジメチコン/メチコン/スルホコハク酸ジオクチルNa/
リゾレシチン/酸化ジルコ二ウム/ナイロン/酸化鉄/クオタニ
ウム－７３/フェノキシエタノール/メチルパラベンNa

特　長

全成分
内容量　50ml
5,500 円 ( 税込 )



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

健康食品

ＣＡシリーズ IＣＡ核酸

ここ数年「○○核酸」と銘打ったり、核酸の含有を
強調した健康食品が出回っています。 
しかし、ＤＮＡ・ＲＮＡ・プロタミンを十分に含有
した製品でなければその効果はほとんど無いと
言えます。ＣＡ核酸は、高分子ＤＮＡ・ＲＮＡ・
プロタミン・その他のビタミンをふんだんに含有
しており、複合効果により細胞の新陳代謝を活発
にし、体内で発生した活性酸素によって傷付けら
れた遺伝子ＤＮＡも修復力を高めることはもち
ろん、にきび・しわ・しみ・アトピー・アレルギーな
ど全ての肌トラブルの予防・改善にも効果を発揮
します。 核酸とは私たち人間はもちろんあらゆる
生物の「生命維持」にはかかせない物質＝生命の
源なのです。 生命の源ということは寿命や老化に
も核酸による影響が多大であるといえます。 

特　長

内容量：５粒×６０包
16,200 円 ( 税込 )

サケ白子エキス/サンゴカルシウム/ショ糖/VC/食用酵母エ
キス(RNA含有)/香料/オキシカイン(メロン抽出物)/アップル
果汁/ VE/有胞子性乳酸菌末/ショ糖脂肪エステル/パントテ
ン酸カルシウム/ナイアシン/甘草エキス(甘味料)/VP/VA/
VB2/VB12/VB1/VD/葉酸

全成分

ＩＣＡシリーズ ＩＣＡ酵素

酵素は身体の中で物質の合成、分解、輸送、エネ
ルギー生産、排泄などの重要な働きに欠かすこと
ができません。 本品は、米、大麦、あわ、タカキ
ビ、紫黒米をＡＧＯ菌で醗酵培養し、多くの酵
素を含有させた穀物複合酵素食品です。健やか
な毎日をすごすために、ご家族でご愛用下さい。

特　長

内容量：81g×(2.7g × 30 包）
7,020 円 ( 税込 )

全成分

□食物の消化吸収を活発にして、脂肪や糖の代謝ＵＰ！ 
□余分な脂肪を消化するのだけではなく、排泄しやすくなる
    全身の機能をバランスよく高めて正常な働きを取り戻す⇒栄養素をエネルギーに変換しやすく皮下
　脂肪や内臓脂肪などを溜めにくい身体にする 
□血流をよくして、細胞を若 し々く、エネルギー代謝率ＵＰ！ 

※１日の摂取目安　１～３包を目安に水などでお召し上がり下さい。  

穀物麹末（米、大豆、あわ、ひえ、キビ、タカキビ、
紫黒米）、生姜麹末、ＡＧＯ菌



ＣＡ　ＳＥＲＩＥＳ

健康食品

ＩＣＡシリーズ ＩＣＡコラーゲン

コラーゲンにはアニマルコラーゲン(ブタ皮・牛皮)
・フィッシュコラーゲン(魚)があります。アニマルコ
ラーゲンは、分子量が大きい上、溶解温度も高く、
体内での吸収が難しく、安価で大量に含有されて
いるものが多い半面、フィッシュコラーゲンは、分
子量が小さく、溶解温度が低いため、体内での吸
収が容易で、価格も比較的高いものが多いです。
そのフィッシュコラーゲンの中でも、ＩＣＡコラ
ーゲンは最も良質な【キャットフィッシュ】を採用
しています。 

特　長

内容量：2g×30 包
7,020 円 ( 税込 )

コラーゲンペプチド（魚由来）、乳化オリゴ糖、コエンザイム
Ｑ10、ヒアルロン酸、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム

全成分

ＩＣＡシリーズ ＩＣＡビタミンＣ

コラーゲンの合成になくてはならないビタミンＣ 
□肌にハリを持たせ。粘膜や血管を丈夫にする
□シミ・ソバカスの予防に
□コラーゲンの合成に重大な関与をします
□抗酸化作用があり、活性酸素を抑えます
□ニキビの鎮静 

特　長

内容量：2.5g×90 包
7,020 円 ( 税込 )

ビタミンＣ、乳化オリゴ糖、レモンパウダー、デキストリン、
甘味料（ステビア）  

全成分

ＩＣＡシリーズ ＩＣＡ青汁

女性の死因№1はなんと[大腸がん]。便秘がちな
女性の腸内には、悪玉菌が増加することで、健康
な身体のみならず、その美しさをも危険にさらし
ます。青汁の中でも、特に女性向なケールを採用
することで、浮腫みや便秘などの解消はもちろん
紫外線対策に役立つビタミンＡＣＥ配合！
 

特　長

内容量：3g×30 包　
4,6440 円 ( 税込 ) 

ケール末、大麦若葉末、クマザサ全成分


