
ウルズ オイルクレンジング 150mL

150mL内容量
5,390 円価格 ( 税込 )

水で洗い流すタイプのオイルクレンジングです。
落ちにくいハードなメイク汚れも、しっかりすっきり
洗い落としてくれます。

価格 ( 税込 )
内容量

セルウォーター 　500mL

500mL
2,420 円

身のまわりを心地よく満たしてくれる不思議な水です。
お風呂や洗顔水に添加することで水道水の刺激を軽減
し、水が本来持つ自然界の癒やしの力を与えます。

18215　セルウォーター 

18012　ウルズ オイルクレンジング

ウルズ クリーンフォーム120mL

120mL内容量
4,840 円価格 ( 税込 )

しっかりした弾力のある泡がキメや毛穴の中まで
入り込み、皮脂の汚れだけをすっきりと洗い落と
す洗顔料です。

18022　ウルズ クリーンフォーム
（泡立てネット付き）

18087　ウルズ セブンフォア プラス Eセット

ウルズ
セブンフォアクリーム

プラス E

ウルズ
セブンフォアリキッド 

プラス E

内容量
価格 ( 税込 )

ウルズ セブンフォア プラス Eセット

50mL+100ｇ
14,520 円

クリームとリキッドがお肌の柔軟性を保ちお肌を
健やかに保ちます。
毎晩の洗顔後にお使いただくと柔らかいお肌に。

特集
お手入れノート　013 号

ライディックは、息いきと粋に生きるをテーマに、皆様の生活を彩ります。facebook では秘密のグループ+21 サロンを運営しています。
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など、熱烈なファンが多いのです。
どのアイテムも安心してお勧めできる商品です。
まだお使いでないアイテムがありましたら、
ぜひ、あなたのお肌に聞いてみてください。

サイモスコスメは「すべての人に合う」化粧品としてラインナップ
しています。
ですから〈洗顔からファンデーションやメイクまでフルラインで
お試しいただきたい〉というのが、わたしたちの願いです。

女性にとってお化粧することは必要ですが、生きている皮膚は化粧品をつけられていることを嫌います。

その矛盾に調和させたのが “サイモス 60” の水技術。

だから、つけていてもつけている違和感なく一日中キレイな素肌で過ごせます。

洗顔後クレンジング / 洗顔

BA S I C
C A R E

「セブンフォアした後の潤った肌は娘も私も “感動” です」

「クリーンフォームは一生手放せません」

「ATクリームのコスパは勝てるものがない！」



ウルズ サンコントローラー 30mL

30mL内容量
4,290 円価格 ( 税込 )

紫外線カットと化粧下地をそなえた乳液タイプ
のサンプロテクト。
さらっとした使用感で、白浮きしないしあがりに。

18530　ウルズ
エクストラセラム

ウルズ エクストラセラム 30mL

30mL内容量
14,520 円価格 ( 税込 )

肌が異物と感じない化粧品の開発を数十年に
わたり続けてきた LIDIC が技術の粋を集めて
創りあげた最高峰の美容液

ウルズ アクアファンデーション 30mL

30mL内容量
3,630 円価格 ( 税込 )

乳化剤を使用していない、肌に優しいファンデー
ションです。
水おしろいなのでさっぱりしたフィーリング。
つけた時よりも時間がたった方が更に自然なしあがりに。

ウルズ パウダーファンデーション12ｇ

12ｇ内容量
4,180 円価格 ( 税込 )

肌につけた時の抜群のフィット感、上品で均一な
肌を演出するパウダーファンデーションです。

ウルズ フェイスパウダー13ｇ

13ｇ内容量
3,630 円価格 ( 税込 )

お粉をオイルでコーティングしているので大切な
お肌の水分は守られます。
アクアファンデーションの後にご使用ください。

ウルズ エッセンスC 60mL

60mL内容量
7,260 円価格 ( 税込 )

日焼けによるシミ、そばかすを防ぎます。
ジェル状のエッセンスなので気持ちよくご使用
いただけます。

ウルズ チークカラー フェンネル 11ｇ

11ｇ内容量
6,600 円価格 ( 税込 )

美しい日本女性の「品格を上げる」チークカラー

18064 ウルズ 
サンコントローラー 

18850　ウルズ
チークカラー フェンネル

18032　ウルズ
スキン ローション EX

18523　ウルズ
AT ローション

18524　ウルズ
AT クリーム

14711　ウルズ 
アクアファンデーション 

14900　ウルズ 
パウダーファンデーション 
14900(P00)　14910(P10)

14810　ウルズ 
フェイスパウダー

18505　ウルズ
エッセンス C

お手入れノート　013 号

スキンケアをもっと学びたい！という皆様のお声に応えて、健康美肌研究家講座を開講しています。オンラインで学べます。

https://o-marche.com/
ご購入はこちらから ライディック株式会社

〒534-0025　大阪市都島区片町 1-5-13

support@o-marche.com
TEL：06-6242-6070　FAX ：06-6242-6067

お手入れノートはメールマガジンも発行しております。

登録方法はとっても簡単！
①左のQRコードを読み取り
②空メールを送信
登録完了です♪
〈バックナンバーはこちら〉
　http://lidic.com/newsmedia/oteire/

大手前センチュリービル

ウルズ クリーム EX 40g

40ｇ内容量
9,680 円価格 ( 税込 )

贅沢さを存分に封じ込め、肌になじみやすく、
とろけるようなクリームにしあげました
ウルズ スキンローションEXとシリーズでご使用ください。

気になる詳細は
動画でチェック♪

B A S I C
C A R E

SENS IT IVE

C A R E

整肌 スペシャル
ケア 保護

メイクアップ

ウルズ AT ローション 200mL

200mL内容量
4,510 円価格 ( 税込 )

お顔からボディまで、赤ちゃんからお年寄りまで
安心してご使用していただけるたっぷりサイズで
ご提供します。
お顔もボディもしっとりとうるおいます。
ウルズATクリームとシリーズでご使用ください。

ウルズ AT クリーム 90ｇ

90ｇ内容量
4,950 円価格 ( 税込 )

お顔からボディまで、赤ちゃんからお年寄りまで
安心してご使用いただけるようたっぷりサイズで
ご提供します。
お顔もボディも滑らかに。
ウルズATローションとシリーズでご使用ください。

18043
ウルズ クリーム EX

ウルズ スキンローション EX 120mL

120mL内容量
7,260 円価格 ( 税込 )

さらっとしたフィーリングでお肌にうるおいを
与えます。
ウルズクリーム EXとシリーズでご使用ください。


