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輝く素肌と人生を、あなたに。

103 無着色 無香料 化粧水　100mL　5,000円（税込）

キメ細かな霧が、素肌をやさしく包み込みます。
まろやかな感触で、肌のうるおいも持続。
いつでもどこでも、みずみずしい素肌を。

●ご使用方法
1. お顔全体に、まんべんなく吹きつけます。
2. 両手のひらで、顔全体を包み込むようになじませます。
3. 肌の状態により十分なしっとり感が得られない場合は、再度吹きつけてください。

スギナエキス、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、クチナシエキス、シソエキス（いずれも保湿成分）

マージ モイストローション

整える

うるおす

●ご使用方法
1.洗顔後、大きめの真珠粒大２個分を手にとります。
2.目のまわりは避け、顔全体に適当な厚さ（10円玉の厚み位）でやさしくのばします。
3.３～５分後、水かぬるま湯でやさしく洗い流します。

キュウリ果実エキス、グリチルリチン酸
２Ｋ、ゴマ油、セイヨウニワトコ花エキス、
スクワラン（いずれも保湿成分）パック　120g　5,000円（税込）

無着色 無香料102

美肌の基本は汚れをキレイに落とすこと。
きめ細やかな泡が、うるおいを守りながら、しっとりとなめらかに洗い上げます。
お顔だけでなく、全身にお使いください。

トマト果実エキス、ゼニアオイ花エキス、
コメヌカエキス、スクワラン（いずれも保湿成分）

スキンケアシリーズ

洗う

マージ モイスチャーマスク

クリーム状のパックが、肌をやさしくなめらかに整えます。
弱酸性だから、肌に必要以上の負担をかけません。
うるおいとハリのある素肌に。

無着色 無香料
ジェル状洗浄料　160g　5,000円（税込）

マージ モイスチャーウォッシュ
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●ご使用方法
1.洗顔の場合、約1センチを手にとり、水かぬるま湯を加えながら、やさしく泡立てます。
2.下から上へ、内側から外側へ、泡でマッサージをするようにやさしく洗います。
3.水かぬるま湯でていねいに洗い流します。



軽いつけ心地で、肌にうるおいとハリを与えます。
やさしくなじむ使用感。なめらかで透明感のある素肌へ。

無着色 無香料 美容液　30mL　5,000円（税込）

●ご使用方法
１～２プッシュを手のひらにとり、お顔全体にやさしくのばしてなじませます。

セイヨウキズタ葉／茎エキス、ユキノシタエキス、ローズマリー葉エキス（いずれも保湿成分）

マージ ブライトエッセンス
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補う

お
手
入
れ
順
序

洗う うるおす 整える

モイスチャー
ウォッシュ

モイスチャー
マスク モイスト

ローション
モイスト

フェイスマスク

ブライト
エッセンス

シート状美容液マスク　1枚（20mL）×4袋入　5,000円（税込）

角質層中の潤いを保ち、お肌のバリア機能をケアします。
みずみずしい弾力に満ちたハリ肌へ。

補う

●ご使用方法
1.洗顔後、化粧水でお肌を整えます。
2.フェイスマスクを広げ、目・口の位置に合わせて、切り込み部分で調整しながら   
お顔全体にきれいに密着するように軽く手のひらでおさえます。
3.そのまま約5～10分間おいてからフェイスマスクをとり、お肌に残った液は手でなじませてください。
4.いつものお手入れでお肌を整えてください。

セラミド3、月下香（チューベロース多糖体）、マヨラナ葉エキス（いずれも保湿成分）

マージ モイストフェイスマスク
無着色 無香料 弱酸性 17の植物由来成分配合131

しっとりした使い心地なのにベタつかない。
肌にハリを与え、うるおいをしっかりとじこめます。
しなやかでつややかな素肌へ。

無着色 無香料 乳液　30mL　5,000円（税込）

アロエベラ葉エキス、イチョウ葉エキス、クロレラエキス、パリエタリアエキス、
スクワラン（いずれも保湿成分）

マージ レストフルジェル
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うるおす

●ご使用方法
１～２プッシュを手のひらにとり、お顔全体にやさしくのばしてなじませます。

補う



うるおす うるおす・守る 守る 仕上げる

スキン
ヴェール

レストフル
ジェル

ロイヤル
Ｗクリーム

豊かなうるおいで、肌にハリを与えるクリーム。
なじみやすく、ベタつきを感じません。
乾燥から素肌を守り、いつまでもうるおいを。

無着色 無香料
クリーム　30g　5,000円（税込）
●ご使用方法
1.真珠粒１個分を手のひらにとり、顔全体にやさしくなじませるようにのばします。
2.乾燥しやすい目もと、口もとは、指先に少しずつとり、うすくのばしながら重ねづけしてください。

アルニカ花エキス、シソエキス、キハダ樹皮エキス、
サッカロミセス溶解質エキス、スクワラン（いずれ
も保湿成分）

マージ ロイヤルＷクリーム
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守るうるおす

フェイスパウダー　7g　5,000円（税込）

スルスルと軽くのび広がり、薄く均一に肌にフィットします。
光の拡散効果で毛穴をカバーし、肌に透明感と
ナチュラルなふんわり感を与えます。
皮脂 吸着パウダー配合で、テカリのないさらっとした肌が持続。

●ご使用方法
1. ふたを開け、パフを指で押さえながら、容器を上下にひと振りします。
2. 添付のパフにパウダーを適量含ませ、パウダーが均等になるようパフをもみこみます。または、手の甲で軽く
押さえるように肌につく量を調整します。

3. 肌全体に軽くのせるようになじませます。

加水分解チョウザメエキス、アロエベラ葉エキス、セラミド2、セラミド3、ヒアルロン酸Na（いずれも保湿成分）
酸化チタン（紫外線散乱剤）配合※紫外線吸収剤不使用

マージ  ルーセントピュアパウダー
パフ付 無香料 オールシーズン対応132

仕上げる

ルーセント
ピュアパウダー

生活紫外線から肌を守り、日中もスキンケア。
なめらかな使い心地で、肌にぴったりフィットします。
自然な肌色のナチュラルタイプで、化粧下地にも使えます。

無香料 化粧液　30mL　5,000円（税込）

●ご使用方法
1.１～２プッシュを手のひらにとります。
2.指先に少しずつとり、顔全体にやさしくのばしてなじませます。
3.首すじや手の甲にもお使いください。

カミツレ花エキス、オウゴンエキス、レモン果実エキス、スクワラン（いずれも保湿成分）
酸化チタン（紫外線散乱剤）配合 ※紫外線吸収剤不使用
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守る

マージ スキンヴェール

SPF20
PA++



株式会社 コスメティック マージ
〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14階
カスタマーセンター　TEL.0120-235-030  9:00 ～17:00（土・日・祝日休）

※本カタログの写真・図版・文章等の無断複写・複製を禁じます。　　201509 0101

ご 注 文

0120-235-030 9：00～17：00
（土・日・祝日休）電 話

0120-237-702 24時間受付
年中無休ＦＡＸ 商品カタログ

品 番 ツール品名 入り数 税込価格

マージ　モイスチャーウォッシュ　サンプル 5個入 600円201

マージ　モイスチャーマスク　サンプル 5個入 600円202

マージ　フェイシャルペーパー （あぶらとり紙） 1冊30枚綴り×2冊 600円221

洗剤用　計量ボトル 1本入 150円231

モイストローション携帯用ミニボトル 1本入 350円232

プリーツ泡ボール 1個入 400円233

ルーセントピュアパウダー交換用パフ 1個入 350円235

スポンサーセット 10セット
1セットの内容：302 商品カタログ 1冊
 303 会員マニュアル 1冊
 304 会員登録申請書兼初回商品注文書 1枚

500円301

商品カタログ 10冊入 300円302

会員マニュアル 10冊入 150円303

304 会員登録申請書兼初回商品注文書 20枚入 100円

商品注文書 20枚入 100円305

名刺（文字入れ有、別途送付） 200枚 1,800円402

ツール品のみのご注文はできません。 商品１個以上と一緒にご注文ください。

ツール品



無着色 弱酸性

シャンプー　500mL　5,000円（税込）

無着色 弱酸性

ヤシ油由来アミノ酸系洗浄成分 トウキンセンカ花エキス配合

ヘアパック  　150g　5,000円（税込）
（洗い流すタイプ）

髪と地肌にうるおいを与えながら、やさしく洗い上げる弱酸性アミノ酸系シャン
プー。キメ細やかでクリーミーな泡が汚れや余分な皮脂をしっかり落とし、フケ・
かゆみを抑えます。頭皮、髪をすこやかに保ち、ハリ、こしのあるしなやかな髪へ。

●ご使用方法
1.髪をまんべんなく濡らし、十分すすいでください。
2.１～２プッシュを手のひらに広げ、髪全体になじませます。
3.指のはらで頭皮をやさしくもむように洗います。
4.すすぎ残しがないように、ていねいにすすいでください。

レモン果実エキス、センブリエキス、
クララ根エキス、ホップ花エキス、
スクワラン（いずれも保湿成分）

マージ モイストリッチヘアシャンプー

毛髪にうるおいを与え、髪をすこやかに保つヘアパック。
傷みやすい髪にハリとこしを与え、
つややかで、しなやかなスタイリングしやすい髪へ。

●ご使用方法
1.シャンプー後、軽く水気をとってください。
2.適量を手のひらに広げ、手ぐしを通すように毛先を中心に髪全体へなじませます。
3.３～５分程度おくと、より効果的です。
4.すすぎ残しがないように、ていねいにすすいでください。

ヒキオコシ葉／茎エキス、アカヤジ
オウ根エキス、オタネニンジン根エ
キス、セイヨウアカマツ球果エキス、
スクワラン（いずれも保湿成分）

マージ モイストリッチヘアパック
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122

ヘアケアシリーズ

ホームケアシリーズ

濃縮洗剤　1000mL　5,000円（税込）

手肌にやさしいアミノ酸系洗浄成分を使用した濃縮洗剤です。
かすかな柚子の香をお楽しみください。
衣類の洗濯、食器洗い、家具の汚れ落としなど、幅広い用途にご利用ください。

●ご使用方法
用途に応じ、薄めてご使用ください。

 水量55Ｌ（洗濯物約4.5kg）⇒15mL
 水量45Ｌ（洗濯物約3.0kg）⇒12mL
 水量30Ｌ（洗濯物約1.5kg）⇒ 9mL

 水200mLに対し10mL （容器キャップ一杯は約25mL）
 ※食器洗い機等にはご使用できません。

  水100mLに対し10mL

マージ  濃縮洗剤ナチュレ
141

洗 濯

台 所

住 宅・家具など
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