日中の紫外線を防ぎながらスキンケア効果
紫外線吸収剤フリー /SPF 26++

天然クレイの効果でクリアな肌に
グリーンクレイデトックスソープ

Green Clay Detox Soap

デイスキンヴェール

Day Skin Veil

[ 洗顔石鹸 ]100g:

[ 日中用下地 ]

30mL: $46

日本未販売

( ローズゼラニウム／ミント )
日本販売価格 : 5,000円

日中、
メークをしている時間をスキンケアタイムに変える日焼け止め化粧

$18

クレイの中で最も解毒作用が高いと言われる最高品質のフランス産グリーン
クレイを使用。
このクレイは、
皮膚から余分な油分等を吸着して取り除き毛穴

下地。
紫外線をカットしながら美容液レベルの成分が乾燥やシミをケアし

を浄化 してニキビや黒毛穴を防ぎます。
爽やかな収れん & 消炎効果のある

ます。
色ムラを修正するヴェール効果で肌をキレイに見せる効果も。
ベタ

ミントと、
女性ホルモンと精神安定効果のあるローズゼラニウムの 2 タイプ。

ベタ感、
嫌な匂いもなく、
ほのかなラベンダーの香り。
ご使用方法

朝、
夜の洗顔によく泡立てて洗い、
そのあと丁寧に洗い流してください。胸や背中のニ

になじませてください。その後お好みによって、フェイスパウダーまたはファンデーションなどをお使いください。

キビや、
体臭が気になる方はカラダにもお使いください。

AUS TRA

デイスキンヴェール プラス

M

Day Skin Veil Plus

[ 日焼け止め / 美容液下地 ]

FRO

30mL: $48

日本販売価格 : 5,300円

Skin care line

アップさせることに成功しました。
アウトドア、
外で過ごすことの多い方、
夏場など徹底的に紫外線をカットしたい方の味方になるアイテムです。

[ 開発元 ]

ご使用方法

朝、お肌をスキンケアで整えた後、適量をお顔全体にムラなく丁寧に指やスポンジなどを使って軽く叩き込むよう
になじませてください。その後お好みによって、フェイスパウダーまたはファンデーションなどをお使いください。

美肌を作る魔法のお粉＝天然シルクパウダー
スキンケアシルキーパウダー

Skincare Silky Powder
[ 美容パウダー ]
7g: $65

日本販売価格 : 6,800円

A.B.N. 53 507 872 158

[ お問い合わせ ]

info@i-white.net
[ 公式サイト ]

www.i-white.net

Catalogue

デイスキンヴェールの肌への優しさ、美容効果はそのままで、
SPF 値を

ED HEA

紫外線吸収剤フリー /SPF 33++

A WAR
M

より高い紫外線カット効果を求める方に

LI

RT

ご使用方法

朝、お肌をスキンケアで整えた後、適量をお顔全体にムラなく丁寧に指やスポンジなどを使って軽く叩き込むよう

最高品質のシルクパウダーのみを贅沢に使用。シルクは良質のアミノ酸を豊富に含み、外気
や紫外線から肌を守りながらスキンケア効果があります。また、他のパウダーのように肌を
乾燥させず保湿効果もありながら余分な皮脂をシルクが吸収してくれるので、オイリー、ドラ
イ、敏感、どの肌にも適しています。天然のシマリング効果でお肌に上品な輝きを与えます。
ご使用方法

フェイスパウダー同様、日焼け止めを塗ったあとやメークの仕上げ時にパフなどに取り馴染ませてくださ

アイホワイトは、
● 最新型ビタミン
● 11種の植物エキス

additive-free skin care cosmetics

● 最高品質のアロマ精油
のトリプル効果で美肌ケアします。

Made in Japan

い。その際、首、デコルテにも同様にお使いいただくと明るく華やかな印象に仕上がります。夜のケアの最後

SKIN DETOX

にもお使い頂けます。また肌の弱いお子様や、あせものできやすい方には全身用としてもご使用ください。
VER.NOV2015-JP-02

本当のスキンケア、
してますか？

肌にやさしくメークオフ、
リラックス効果の
アロマクレンジング

「時が経つほど、クリアな肌に」

体内からおこる肌老化の原因、
抗糖化に着目した
最新型機能乳液。

ホワイトビタクレンジング

ブライトリニューミルク

White Vita Cleanging

Bright Renew Milk

150mL: $52

60mL: $77

[ メーク落とし ]

With

安心の無添加

酸化と並ぶ美肌の大敵、
糖化。
糖化とはたんぱく質が体内の糖と結びつくこ

アイホワイトは肌に優しい成分のみを厳選してリラックス効果も高いクレン

とにより、
くすみや肌トラブルを引き起こすこと。
ブライトリニューミルク

ジングを 作りました。
美肌成分もたっぷり配合したこのクレンジングは毛穴

はアイホワイトオリジナルの成分に抗糖化成分を贅沢に配合。
吸いつくよう

に詰まったメークもスルスル浮かせて余分な物だけを取り除きます。

な明るい肌に導きます。
朝晩の洗顔後、
化粧水、
美容液などで肌を整えたあと、
適量を手のひら全体でなじませるよ

にメークとなじませます。その後ぬるま湯で丁寧に洗い流してください。

うにつけてください。更にダメージが気になる部分にはポイントで重ねつけしてください。

美白成分が肌の奥まで浸透。
同時に潤いも与えて
弾力のある透明肌へ

年齢肌を内側からふっくら保湿する
実力派クリーム。

ジを引き起こす原因となる添加物は一切無使用。

果的にサポートして透明感のある肌に導きます。
【ご注意】
＊高温、多湿、直射日光を避けて保管ください。
＊お肌に合わない場合はご使用を停止してください。

市販商
品
れる以 の９割に含
一切使 下の添加物 ま
を
用して
いませ
＊合成
ん！
香料

ポイントが貯まる

好評公開中

www.i-white.net

ホワイトACEクリーム

White Vita Lotion

White ACE Cream

150mL: $52

50g: $79

[ エイジングケアクリーム ]

日本販売価格 : 6,000円

日本販売価格 : 9,000円

脅威のリピート率を誇るアイホワイト自慢の化粧水。コラーゲンの生成を助け、メラ

アンチエイジング成分コエンザイム Q10、
そして女性ホルモンの低下をサ

ニンを抑制する進化型ビタミンC(APPS) と植物の中でもブライトニング効果の高

ポートするダイズエキスも配合。
年齢や乾燥によって傷んだ肌をしっとり乾

いユキノシタエキスを配合。さらに、水分保持力をアップさせるヒアルロン酸やコ

かない肌に導きながらキメを整えます。

ラーゲンまで贅沢に配合した美容液レベルの化粧水。肌の奥までしっかり潤います。
ご使用方法

ご使用方法

洗顔の後、
手のひらに適量をとり顔全体にやさしくなじませます。その後もう一度手の

化粧水、
美容液や乳液などで肌を整えた後、
適量を手のひらに取り、
乾燥が気になる部

ひらで押さえるようになじませるとより一層肌の弾力が増します。

分を中心にお顔全体にやさしくなじませまてください。

今あるシミ、
これから出てくるシミ予備軍に。美白＆
ピンとハリのある元気な目元へ。
アンチエイジング成分を高配合した集中美白美容液。 法令線の集中ケアにも。

＊合成
＊石油
色素
系
＊鉱物 界面活性剤
油（ミネ
ラル
＊パラ
ベン
（化学 オイル）
防腐剤
）

オンラインショップ

ホワイトビタローション
[ 美白化粧水 ]

そして、ターンオーバーを正常化させ瑞々しい
新しい肌への生まれ変わりをやさしく、尚且つ効

ご使用方法

500 円玉程度の大きさを手に取り、
乾いた状態のお顔全体に軽くマッサージするよう

アイホワイトは全商品、肌に老廃物を溜めてダメー

肌に導く効果のある成分を贅沢に使いました。

日本販売価格 : 9,000円

クレンジングによって肌にダメージを与えているケースはとても多いです。

ご使用方法

Organics

[ 高機能乳液 ]

日本販売価格 : 6,000円

クリアホワイトセラム

アイリフティクリーム

Clear White Serum

Eye Lifty Cream

40mL: $88

15g: $60

[ 集中美容液 ]

[ 目元、法令線専用クリーム ]

日本販売価格 : 9,500円

日本販売価格 : 5,800円

肌をクリアにしていく というコンセプトで配合された高濃度の美肌成分が

弾力成分セラミド、
コラーゲン、
ビタミン、
新たにエバーマットを配合。
コク

透き通るような弾力肌に導いていきます。
シミだけでなく、
年齢やくすみを感

のあるテクスチャーでハリを与え、
元気な目元に導きます。
また目元だけで

じ始めたお肌に即効で活力を与える集中美容液。

なく口元、
法令線のケアにもお使い頂けます。
ご使用方法

ご使用方法

朝晩のケアの最後に、米粒大くらいを付属のスパチュラで指にとり、目の周りの気になる部分を軽く伸ば

化粧水の後、
適量を手のひらに取り、
色むらが気になる部分を中心にお顔全体にやさし

すように塗りこみます。法令線にも同様に、指で引き上げるように塗ってください。☆さらに夜のスペシャ

くなじませてください。

ルパックとして、再度気になる部分に少し厚めに塗ります。そのままパックした状態でおやすみください。

