ルシル歳末大感謝際
11/25～12/25 まで
※総額１万円以上のお買い上げに適用される特別価格です
※総額１万円以上のお買い上げで、送料無料で配送可能です
※欠品の場合は、入荷次第配送いたします
※表示価格はすべて税込みです

1

おかげさまで大ヒットオリジナル商品が、世界最
安値！！

Lsui （えるすい) 【 全身 化粧水 】
1,000ml
定価 9,720 円⇒大感謝価格 7,776 円

2 本セット
定価 19,440 円⇒大感謝価格 14,580 円
（１本あたり 7,290 円）

4 本セット

髪、肌の酸化を防ぐ
全身化粧水。肌荒れ
や皮膚疾患の改善に
も効果が期待できま
す

定価 38,880 円⇒大感謝価格 27,920 円
（１本あたり 6,980 円）
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髪には発毛剤、顔につければスーパー美容液

【 幹細胞培養液 3%配合】ご自宅用発毛
美容液 たっぷり 60ml スキャルプグロウ
ヘアーBB セラム
定価 13,608 円⇒大感謝価格 11,569 円

2 本セット
定価 27,216 円⇒大感謝価格 21,772 円
（１本あたり 10,886 円）

4 本セット
定価 54,432 円⇒大感謝価格 39,920 円
（１本あたり 9,980 円）

国産ヒト幹細胞培養
液が 3%配合、世界
的にも非常に貴重な
最先端育毛剤
今までの栄養を届け
る育毛剤とは違い、
実績のある再生医療
から生まれた、毛母
細胞を増殖させる新
しい発毛剤です

週に１度、瓶の半分をお使いください
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業務用 幹細胞培養液最高濃度 30％配合
「スキャルプグロウ EX」 6 本入り
定価 36,103 円⇒大感謝価格

27,077 円

ルシルの施術で使用している、幹細胞培養液
30％配合の超希少の発毛剤
内容量：5ml×6 本入り

微弱電流による毛穴クレンジング機能付き
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赤色 LED 照射 ご自宅用 発毛ポーリング
器 「ラジオフォトレーションヘアキュ
ア」
定価 54,600 円⇒大感謝価格

43,680 円

ヘアキュアは頭皮、毛根の落ちにくい汚れを落と
す ELECTRIC CLEANS 機能と特殊波形（新開
発）の HAIR GROWTH 機能、赤色レーザー光線
による LASER 機能、そして心地よい刺激を頭皮
に与える VIBRATION 機能を 1 台に搭載した育
毛用複合型美容器です

※ルシル通販非掲載商品
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同業者も憧れるスーパーマシン

業務用

ＬＥＤ照射機

定価 491,400 円⇒大感謝価格

393,120 円

すぐにエステを開店できる(笑)最強ＬＥＤ照射機
発毛・肩こり・腰痛・アンチエイジング・リフト
アップ・
美白・白髪改善...最近では「ガン治療」の研究ま
で
ＬＥＤ照射による無限の可能性を体感して下さい

実はルシル通販サイトで人気第２位の商品
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発毛サプリ「ヘアサイノスグロウ」
120 粒入り
定価 8,640 円⇒大感謝価格

7,776 円

2 本セット
定価 17,280 円⇒大感謝価格 14,688 円
（１本あたり 7,344 円）
120 粒入（約 1 ヵ月分）

昆布の仮根「ガニアシ」に着目。昆布の約 2 倍
のミネラルとカリウム、食物繊維、フコイダン
など、健康維持に欠かせない栄養分がたっぷり
と含まれています。不規則な食生活、運動不足
気味の方や、健やかな毎日を過ごしたい方にお
すすめです。自分らしい素敵な毎日をサポート
します。
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育毛シャンプーにありがちな「ギシギシ」感は
ありません

発毛専用「 ヘアリヴィブ ボウボウ シャ
ンプー」200ml
定価 3,348 円⇒大感謝価格

2,845 円

2 本セット
定価 6,696 円⇒大感謝価格 5,356 円
（１本あたり 2,678 円）

4 本セット
定価 13,392 円⇒大感謝価格 10,360 円
（１本あたり 2,590 円）

頭皮の皮脂汚れをとる低刺激な酸性シャンプー
植物抽出エキスやコラーゲン配合で、洗うたび
にうるおいと髪本来のハリ・コシを与えます

ルシルおススメ「過去最高シャンプー」
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ダメージヘア用
ー」300ml

「フォレストシャンプ

定価 3,240 円⇒大感謝価格

2,754 円

2 本セット
定価 6,480 円⇒大感謝価格 5,196 円
（１本あたり 2,598 円）

4 本セット
定価 12,960 円⇒大感謝価格 10,000 円
（１本あたり 2,500 円）
各種有効成分を高濃度・高配合のため、カラーやパーマの持続
性アップ！！
泡立ててから頭皮をマッサージするように洗って下さい。その
後泡を櫛で梳かしてから約１分間放置すると・・・
自動選択洗浄機能と自動選択修復機能で頭皮の汚れとダメージ
をサーチして髪と頭皮を最高のコンディションに仕上げます。

この価格でこの機能・・・。ルシルにオリジナル
シャンプーの製作をあきらめさせた商品
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髪を活性酸素によるダメージから予防「ミ
ューズアロマシャンプー」660ml
定価 3,240 円⇒大感謝価格

2,754 円

2 本セット
定価 6,480 円⇒大感謝価格 5,196 円
（１本あたり 2,598 円）

4 本セット
定価 12,960 円⇒大感謝価格 10,000 円
（１本あたり 2,500 円）
・ビタミン E の 7000 倍の抗酸化力のあるエルゴチオネイン
を含有したササクレヒトヨタケエキスを配合！！髪を活性酸素
によるダメージから予防します。

※香りをお選びくださ
い
※セットのご購入の場
合、別の香りでも大丈
夫です
・ウォーターリリー
南国をイメージさせる甘
いフローラルの香り
・フランジパニ
透明感のある、みずみ
ずしい潤いのある香り
・ゴールドセイロン
レモンティーをイメー
ジした香りで心を落ち着
かせる香り
・レッドブラッシュ
ビターな柑橘系のスッ
キリとした気分転換でき
る香り
・チェリーブロッサム
桜の甘く優しい香り
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ルシルトリートメント撤退理由はこれ。すば
らしい商品

MUSE

アロマトリートメント

定価 3,240 円⇒大感謝価格

2,754 円

2 本セット
定価 6,480 円⇒大感謝価格 5,196 円
（１本あたり 2,598 円）

4 本セット
定価 12,960 円⇒大感謝価格 10,000 円
（１本あたり 2,500 円）
エイジング毛対策に保湿成分ビタミン B6 を配合！！疎
水性タンパク質に結合し、毛髪内部の水分保持力を向上
させることでふわふわ・パヤパヤした毛羽立ちを抑えま
とまりやすいコンディションにします。

※ルシル通販非掲載商品
※正規取扱店のみ、ネット販売一切無し！！
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やっと見つけた効果の出る「大容量・使いや
すさ・お手ごろ価格」の逸品

リルジュ アイラッシュエッセンス
プロ 4ml
※グロースファクター配合まつ毛美容液の 4ml
が超特価！！
定価 6,480 円⇒大感謝価格

5,832 円

2 本セット
定価 12,960 円⇒大感謝価格 11,016 円
（１本あたり 5,508 円）

4 本セット
定価 25,920 円⇒大感謝価格

21,192 円

（１本あたり 5,298 円）

リルジュ アイラッシュエッセンスプロは、3
つのグロースファクター（IGF・FGF・
KGF）と thymoshinβ4・rejuline の合わ
せて 5 つの有用成分に 4 種の役割を持たせ
ることで、 生えているまつ毛だけでなく、
毛穴に栄養を送り込み、まつ毛のヘアサイク
ルを トータルケアしています。

※香りをお選びください
※セットのご購入の場合、別の香
りでも大丈夫です
・ウォーターリリー
南国をイメージさせる甘いフロ
ーラルの香り
・フランジパニ
透明感のある、みずみずしい潤
いのある香り
・ゴールドセイロン
レモンティーをイメージした香
りで心を落ち着かせる香り
・レッドブラッシュ
ビターな柑橘系のスッキリとし
た気分転換できる香り
・チェリーブロッサム
桜の甘く優しい香り
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ハイスペックまつ毛美容液はこちら

幹細胞培養液 10% まつ毛・ま
ゆ毛「無臭」美容液 「アイブ
ロウリバイヴセラム」3ml
定価 8,532 円⇒大感謝価格 6,825

円
〔ご使用方法〕
●一日 2 回程度、洗顔後などの清潔な
まつ毛・まゆ毛の気になる部分へ直接塗
ってお使いください
●ご使用前にプッシュ式容器を片手で握
り、親指で端のボタンを「カチッ」と音
がするまで押します
●使い始めは、液が出るまで数回連続し
て押してください
●使用する範囲によって、ボタンを押す
回数を調整してください
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※ルシル通販非掲載商品

【大注目商品】これ、超おススメです！！

リルジュ リカバリィエッセンス 30ml
定価 8,640 円⇒大感謝価格 5,400

円

＜厳選された 6 つ成分＞
［EGF・FGF・IGF］のグロースファクターと、
それを支えるオリゴペプチド［EDP3・Rejuline・
IDP5］が、お肌の内側にしっかりアプローチ。ハリ・
弾力、キメ・透明感をもたらします。

「肌本来の力を呼び覚ま
す」ことを目指したグロ
ースファクター美容液。
アンチエイジングに欠か
せない 3 種の“グロー
スファクター”を補充し
て、若々しい健やかなお
肌に導きます。

Amazon で大人
気！！メーカー公式
出品で 8,640 で
す！！
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ハイダメージの毛先に使用してください

ダメージヘア補修ミスト「ウルティアミス
ト 」250ml
定価 1,944 円⇒大感謝価格 1,749

円

【使い方】
・濡れた髪に１０～１５ｃｍ離して数回スプレーし、コーミン
グしてからドライヤーで完全に乾くまで（１００％ドライ）ブ
ローして下さい。
・一般的なブローローションと比べトリートメント成分の濃度
が高い為、使いすぎると乾き難くなるので使い始めは３～４プ
ッシュと少量から使い始めて下さい。

これに変わるものはないベストセラー
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ロングの方は必須アイテム！！
ーレスキュー」 100ml
定価 3,024 円⇒大感謝価格 2,721

「ワンデ

円

「ワンデーレスキュー」はその名の通り一日限りの髪の保護を
目的としています。
ベタつきや重さがありませんのであなたの髪をそよ風になびく
様なサラサラで艶やか、そして瑞々しく落ち着きのある髪に仕
上げます。
天然オイルの良さでをうまく取り込んだ非常にバランスの良い
ハイブリッドオイルです。

ご注文方法
①店頭にてご注文
②ルシル通販ショップでのご注文
https://lucir.shop-pro.jp/

※通販禁止の商品（店頭にてお求めください）
（リルジュ リカバリィエッセンス 30ml・リルジュ アイラッシュエッセンスプロ 4ml）
③お取り置き専用フォームにてご注文
※欠品の心配がございません
・店頭お渡し or 配送をお選びいただけます
・2019 年 1/15 までのお受け取りでお願いいたします
お取り置き専用フォーム
https://pro.form-mailer.jp/fms/f9495b8f159138

