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ATSUKO Beverly Hills @Michaeljohn. Suite 175
414 N. Camden Dr, Bevery Hills, CA 90210

w w w . a t s u k o b h . c o m　■Open: Tue - Sat / 9am - 6pm■

★Atsuko BH★Atsuko BH

便利！

ご予約は日本語でどうぞ

日米で30年の経験　アツコ・スキンケア
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日本産シルク混紡シートマス
クは薄くてもセラムをたっぷ
り吸い込む

日本産シルク混紡の極薄シートマスク
LANBENA
アンチエイジング
美容液シートマスク

360°フィットする極薄・超柔の
マスクで美容液をたっぷり補給
　注目の美肌成分「京都産・サッカロミセス培養
溶解質液」と、「ドイツ産・ジャノヒゲコンエキス」
の２つの特許取得成分を配合した美容液をたっぷ
り含ませたアンチエイジングシートマスク。
　サッカロミセス培養溶解質液とは、酵母由来の発
酵エキスで、アミノ酸、ビタミン類、ミネラルなど
を絶妙なバランスで含有。肌の弾力をサポートする
エラスチンの合成を促進や保護効果が期待できま
す。また、ジャノヒゲコンエキスは表皮細胞によ
る天然保湿因子の一つである尿素の産生を促進し、
肌の内側から保湿性をキープします。
　この美容液を 25ml も含んだ極薄で超柔らかなシ
ルク混紡のマイクロファイバーシートマスクが、お
顔をピッタリ 360°包み込み、有効成分を肌心部に
浸透させ、若々しい素肌づくりをお肌の奥からサ
ポートします。

ビタミンＣ
美白マスク

24K +
ペプチド
引き締め

マスク

ヒアル
ロン酸

うるおい
マスク

オンラインショップ：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

CHRISTMAS & NEW YEAR

Special
12/1/2021 〜 1/31/2022

ラベストいいもの通販
ホリデーシーズン拡大版

期間中にお買い上げの方全員に
12/1~25は赤、
12/26〜 1/31は黒の
洗って繰り返し使える
★スター★柄ポリエステル製
ホリデーマスク１枚をプレゼント！
※マスクは平均的な大人用サイズです。
※十分な数をご用意しておりますが在庫がなく
なり次第プレゼントは終了させていただきます。
※お買い物回数に関わらず、お一人各色１枚ま
でとさせていただきます。

ラベストからホリデーギフト

今年も、大切な人へのギフトや
１年間頑張った自分へのご褒美に

ぴったりなアイテムを豊富に揃えました。
ホリデーだけのスペシャルプライスも

たくさんご用意しております！
この機会をぜひご利用くださいね！

ご注文はオンラインまたはお電話で！
Online Shop: lovest-la.com/shop

（24 hrs/7days）
お電話でのご注文 : 310-538-4122

（平日 10am 〜 6pm：メッセージをお残しください）

ラベスト メルマガ配信中！
メルマガ受信者だけの特典や優先サービスが盛りだく
さん！在庫処分セールや先行お試し価格での商品ご提
供、限定プレゼントなどの情報をお届けします！
講読申し込みはラベスト WEB のトップページから！
オンラインでお買い物された方にも自動的に届きます。
l'ovest Website: lovest-la.com

※掲載価格は 2022 年 1月 31 日まで有効です。
※ CA州在住の方は商品価格に 10.25％の消費税が加算されます。

６枚セット

＊お肌の状態に合わせて週１回〜２回ご使用下さい。
＊マスクの後は有効成分の浸透を促すためにも、必ず保湿ケアを行ってください。

美白

保湿

引締

ビタミンCセラムマスク６枚セット
通常１枚 $4.50 →＄2.50/ ６枚 $15 送料無料
２つの特許成分に加え、植物由来ビタミン C、ヒア
ルロン酸、レスベラトール、アルガエ藻などのアン
チエイジング成分の働きで肌のトーンをアップし、
シミやくすみの目立たない透明な肌に導きます。

ヒアルロン酸セラムマスク６枚セット
通常１枚 $4.50 →＄2.50/ ６枚 $15 送料無料
２つの特許成分に加え、植物由来の保湿エキス、ナ
イアシンアミド、アラントインなどの強力な保湿成
分をたっぷり配合。肌の奥までうるおいを補給し、
しっとりやわらかな素肌へ導きます。

24金ペプチドセラムマスク６枚セット
通常１枚 $4.50 →＄2.50/ ６枚 $15 送料無料
２つの特許成分に加え、人間の生体電流に作用して
たるみを引き締める 24 金、さらに引き締め効果の
ある植物性エキスやβグルカンなどを配合し、シワ
やたるみの改善をサポートして若々しい肌へ。

アンチエイジングマスクミックスセット
通常１枚 $4.50 →＄2.50/ ６枚 $15 送料無料
美白効果のビタミン Cマスク、保湿効果のヒアルロ
ン酸マスク、引き締め効果の 24K ペプチドマスク、
それぞれ２枚ずつ合計６枚のセット。
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オンラインショップ：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

AGEインテンストリートメント
エッセンス（化粧水）150ml
標準価格 $28.99 → $23.99　送料無料
ガラクトミセス発酵液が脅威の 95.7％を占めるエッセン
スローション。他にもナイアシンアミド、アデノシン、
ヒアルロン酸、ハーブエキスなどの美肌有効成分を配合。
軽い使い心地の良い化粧水でありながら美容液を使った
ような極上のスキンケアを実現。ふっくらと艶やかでハ
リのある美肌へと導きます。シミやくすみの目立たない
透明な肌に導きます。

【オススメの声】KUMIKO さん
Bellute Beauty Studio ／本誌美魔女コラム筆者

「私はこれまで SK-II の化粧水を大事に大事にちょびちょ
び使っていましたが、このエッセンスには SK-II の主成分
のピテラと同様の “ ガラクトミセス発酵濾過物 ” が、SK-II
のピテラ 90％より多い 95.7％も含まれています。今は
これをバシャバシャ惜しみなく使っています。私的には
SK-ll と同じくらい、お肌の調子が良いです！」

AGEインテンストリートメント
アンプル（美容液）30ml
標準価格 $29.99 → $24.99　送料無料
ガラクトミセス発酵液の効果を今お使いのスキンケアに
取り入れたい方にオススメ！　ガラクトミセスを 72.6％
配合のシワ／たるみ改善、美白促進の２つの機能を担う
美容液。さらに美白促進のナイアシンアミド、たるみ引
き締め成分のアデノシン、多様の美肌効果が期待されて
いるパール粉末などを配合。サラッとしてよく伸びて蚊
全体に広がり、お肌にハリと輝きを与えます。

AGEインテンストリートメント
ラベスト限定トライアルセット
標準価格 $48.98 → $43.98　送料無料
エッセンス１本とアンプル１個のお買い得セットです。
初めて AGE を使われる方にピッタリ！
エッセンス（150ml）、アンプル（30ml）

フロムネイチャーお試し＆即売会開催
★ 12/10（金）、11（土）トーランス、

ネット＆電話予約注文ピックアップ
★ 12/12（日）、18（日）ガーデナ
詳細は 18 ページをご覧ください。

日本最大通販サイトの韓国コスメ部門売り上げランキング第１位！
ガラクトミセス発酵エキスをたっぷり配合したスキンケアシリーズ
FROMNATURE AGE Intense Treatment
フロムネイチャー
AGE インテンストリートメント

こんな方におすすめ
□ お肌の乾燥にお悩みの方
□ お肌のくすみや色ムラにお悩みの方
□ お肌のキメが粗く化粧ノリも悪い方
□ お肌の老化現象にお悩みの方

ガラクトミセスとは？
　醸造所でお酒を作る際に使用される天然酵母の
一種です。麹を含む職人の手が若々しくハリがあっ
たことからこの酵母が作用しているのではと注目
されたのがきっかけで、世界でも認められる日本
ブランドの高級基礎化粧品に配合されました。
　ガラクトミセスには、美肌を保つために欠かせ
ないビタミン、アミノ酸を豊富に含み、保湿、弾力、
皮脂や pH バランスを整えるなど様々な美肌効果
が期待できます。

エッセンス、アンプルに加え、ガ
ラクトミセス 80％配合で肌の油
分と水分のバランスを整える保
湿乳液、ガラクトミセス 81.2％
に加え保湿成分をたっぷり配合
したクリームのトータル基礎ス
キンケアアイテムを一つのボッ
クスに入れた超お買い得なスペ
シャルセット。クリーム以外は全
て市販用フルサイズ！（クリーム
は市販サイズの半量）

AGEインテンストリートメント
スペシャルセット
標準価格 $75 →＄59.99 →ホリデー特別価格 $58　送料無料
エッセンス化粧水 150ml + フルイド乳液 100ml +
アンプル美容液 30ml + クリーム 30g = トータル $90 相当

韓国有数のスキンケアブランド
の大ヒットシリーズ
　今、日本では再び、そしてアメリカでも空前の韓
国ブーム。韓国映画『パラサイト』は昨年のアカデ
ミー賞作品賞を受賞、ボーイズグループ『BTS』は
次々と全米トップチャート１位を獲得して躍進し
続けています。エンタテインメントに続、次なる韓
国ブームを牽引するのは美容部門と言われていま
す。韓国は言わずと知れた美容大国。映画や音楽
シーンで目にする韓国人女性の肌の美しさは世界
中の女性の憧れ。自然由来の伝統成分と最先端技術
により生まれた韓国製スキンケアの機能性の高さ
に愛用者が激増しています。
　『フロムネイチャー』はそんな韓国美容業界を牽
引するビューティーブランドの一つ。お酒の酵母か
ら生まれた「ガラクトミセス発酵濾過物」をフィー
チャーしたアンチエイジンラインの『AGE イン
テンストリートメント』は、日本では楽天市場や
Yahoo Shopping などの韓国スキンケア部門でラン
キング１位を獲得するほどの人気を博しています。
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セルアクティフ
特別価格 $137 送料無料
DNA レベルのアンチエイジン
グケアを実現する美容液。幹
細胞に働きかけて肌再生を促
し、シミやシワ、たるみなど
を DNA レベルで予防、修復。
細胞の活性とデトックスを促
すアミノ酸・エルゴチオネイ
ン等や天然有効成分の働きで、
透明感とハリの溢れる肌へ！

ソーラーディフェンダー
SPF30
特別価格 $34  送料無料
UV ケアと日中のスキンケアが
同時にできる日焼け止め。ビタ
ミンＥ、安定型ビタミンＣ誘
導体、緑茶エキスなどの抗酸
化成分を配合。日焼けによる
炎症を素早く鎮静し、あとは
しっかり保湿。べたつきがな
く、滑らかで伸びがよく、瞬
時に肌に馴染みます。（130ml）

レチノール
リサーフェイシングコンプレックス
特別価格 $49   送料無料
シミ、しわ、くすみ、赤ら顔
でお悩みの方に。純粋ビタミ
ン A のレチノールが角質層ま
で浸透し、肌の老化を食い止
める美容液。肌の再生を促進
し、表皮に現れたシワやシミ
を改善。血行も促進し、顔色
が悪かったり、毛細血管が浮
き上がって赤ら顔でお悩みの
方にもお勧めです。（30ml）

B3/ エンザイム
ピーリングクリーム
特別価格 $35   送料無料
パパイヤとパイナッ
プルの酵素が主成分
のエクスフォリエー
ター。クリームを肌
に塗って 10 〜 20 分
置いて流すだけで不
要な角質や毛穴の汚
れを優しく除去して
明るい肌に！（56g）

シャインフリーソリューション
特別価格 $30　送料無料
T ゾーンや頬など、皮脂のテカリが気にな
る部分に使用すれば、８時間テカリを抑え
てくれる美容液。粒子の 400 倍もの油分を
包み込むと言われるナイロンを配合。ニキ
ビや毛穴の黒ずみにお悩みの方にも！

ニュートリメントブルーオイル
特別価格 $38　送料無料
ブルーカ モミール “ アズレン ” 由来の青色が
特徴の保湿美容液。植物性オイルが肌のバリ
ア機能を回復し、肌荒れを修復。さらにアズ
レンが肌荒れを鎮静、サンダルウッドが水分
と柔らかさを供給し、ビタミン類やセラミド
などが冬の肌をふっくら、しっとり整えます。

FDA 認可済みのアメリカでロングセラーを続ける大
人気家庭用フェイスリフトマシーン。マイクロカレン
とが整体電流と同様の働きで表情筋と皮下組織に働き
かけ、たるみを引き締めシワを軽減。さらにコラーゲ
ンの生成を促進し、エステティックサロン級の効果で
肌のキメを整え若々しい肌に導きます。
また、この PRO バージョンは一般的に飯場されてい
る物に比べ 15％パワーアップ。
＊専用ジェル／充電器／英語説明書／１年間保証付き

消費税 $33.32
送料 $8.20
の分がお得！！
実質
$283.48

NUFACE Trinity PRO
ニューフェイス・トリニティ PRO
特別価格 $325　税込・送料無料！

ローズクォーツかっさ
特別価格 $18　送料無料！

ハンディナノミストスプレイヤー
特別価格 $25　送料無料

Breach Bright ibright
ティースホワイトニングキット
通常価格 $160 → $86　送料無料

リフト 美肌

米国特許取得の LED マウスピースで
デンタルオフィス級の歯のホワイトニ
ングが実現！　刺激の少ない過酸化
カルパミド配合の独自ホワイトニング
フォーミュラが 16 個の LED により
活性化。タバコやコーヒーなどが原因
の黄ばみなら１日 30 分の使用で３〜
４日で違いを実感。USB 式でスマホ
などから電源を取ることができます。
＜キット内容＞ LED マウスピースと
ケース、アプリケーター３本、ホワイ
トニングジェル 3g x 3（１回上下で
1g 程度使用）＞

肌荒れや肌老化の最大の原因である乾燥を改善。
水や化粧水をナノ粒子に分解し、ミストにのせて
肌の奥まで浸透させます。超微細なミストなの
でメイクの上からでも OK。髪や体にも！　USB
受電式でセルフォンからも電源を取れます。コン
パクトサイズで持ち運びも便利。長さ：13cm
＊英語説明書／ USB ケーブル付き

セントオブラベンダー
オリジナルスキンケアシリーズ

Forlovede
〜フォーラブド〜

サロン専用ラボから生まれた
プロ仕様のスキンケアシリーズ

を送料無料で！

オンラインショップ：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）
【セントオブラベンダーからの商品はコーナー後半（P13) でもたくさん紹介しています！】

セントオブラベンダーのサイトではここに紹介した物以外に
も多くのの優れた商品を販売中。ぜひチェックしください！
Web: scentoflavender.com

全て自分で試し、良いと
思ったものだけをお客様へ
　サロンサービスだけではなく多くの美容ア
イテムの販売を行っているエステティックサ
ロン「セントオブラベンダー」。オーナーで
エステティシャンの大波まゆみさんは足繁くビューティーコンベン
ションに通ったり、ネットや業界ニュースなどで話題になって気に
なった物は全て自分で試してみると言います。「セントオブラベン
ダーの名のもとにお客様に提供するものは常にクォリティの高いも
のでないといけないと考えています。長年の経験で商品の良し悪し
の判断には自信があります」と言うまゆみさんは、本誌の取材で伺っ
たときにもよく「すごくいいものを見つけたの！ぜひ試してみて！」
と目を輝かせて新しいアイテムを紹介してくれます。
　そんなまゆみさんのお眼鏡に叶った美容機器やスキンケアをぜひ
試してみてください。

熟練エステティシャン厳選スキンケア
Scent of Lavender
美容機器＆オリジナルコスメ

保湿

UV

ピール

アンチ
エイジング

テカリ

6

アンチ
エイジング

愛と平和の石・ローズクォーツの
ハート型かっさ。心地よい肌触り
のリンパマッサージで血行を促進
し、むくみを流してフェイスライ
ンをスッキリ整え美肌に導きます。
ボディにも！　ポーチ付き。



DR. Diego の医療グレードスキンケア
Infinite Wellness MD
スキンケアシリーズ

医療レベルの効果。有害物質を含まず、
オーガニック成分にこだわったドクターズコスメ
　DR. Diego の「インフィニットウェルネス MD」は普段のスキンケア
からのワンランクアップを実現する医療グレードのスキンケアシリー
ズ。毎日の使用で健やかで若々しい素肌を育むのはもちろん、シミ、く
すみ、肝斑、シワ、たるみ、ニキビ／ニキビ痕など、具体的な肌のお悩
みにも医学的なアプローチができる、こだわりの処方を施しています。
　配合成分は植物性のものは極力オーガニックを採用、パラベン、フレ
グランス、硫酸塩、アルコール、オイル、硫酸塩などの有害物質は一切
不使用で、動物テストも行っていません。また FDA 認可の工場で製造
されており、シリーズ全品が低アレルギー性、非コメドジェニック。ま
た抗酸化成分として緑茶ポリフェノールを配合
しています。
　市販のスキンケアで思うようなお悩みの改善
が見られないという方はぜひ一度、医療グレー
ドスキンケアの効果をお試しください。

Loraine V. Diego M.D.
ホリスティックや自然療
法も含む幅広い治療を行
う婦人科医師。クリニッ
クにはメディカルスパも
併営し、総合的な美と健
康を女性に提供している。

オンラインショップ：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

レチノールボディ用
お肌引き締めローション
特別価格 $81　送料無料

お肌にハリを取り戻す
レチノール配合のボ
ディファーミングロー
ション。セルライト、
シワ、ストレッチマー
クなどのたるんだ肌を
引き締め、ヒアルロン
酸、セラミドなどの保
湿成分が肌の滑らかに
整えます。（お得用サ
イズ /207ml）

エンリッチ HA &
ナイアシンアミド
モイスチャライザー
特別価格 $87  送料無料
ダメージを受けやすい冬の
素肌に潤いと栄養をたっぷ
り補給するモイズチャライ
ザー。主要成分のナイアシ
ンアミドはコラーゲンの生
成をサポートすると共に優
れた保湿効果でシワやたる
みなどを改善しながら健康
的で明るい肌のトーンへと
導きます。（50g）

ティントパーフェクション
SPF50+
特別価格 $38  送料無料
色ムラや肌のダメージを改
善しながら肌を守る日焼け
止め。SPF 50 で UVA、UVB
から紫外線を防御しながら、
ヒアルロン酸などの美肌成
分配合でスキンケアも実現。
ほんのり肌色に色づくティ
ント処方。

（お得用サイズ /99g）

アクネリデュースパッド
特別価格 $24  送料無料
5% グリコール酸、2% サリチル酸 USP 
を配合した医療グレードのニキビ用
パッド。スキンケアの前にサッと拭く

ことで毛穴の詰ま
りや余分な角質を
すっきり除去。緑
茶エキスなどの植
物成分が炎症を抑
え肌に潤いを与え
ます。（60 pads)

UV

ニキビ

drldiego.com に全シリーズの詳細
があります。ぜひご覧ください。

保湿ボディ
引締
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Schrammek ブレミッシュバーム
通常価格 $75 → $67.50　送料 $6

Schrammek メラホワイト
デイクリーム SPF 20
通常価格 $107 → $96　送料 $6

Schrammek メラホワイト
ナイトクリーム
通常価格 $123 → $110　送料 $6

Schrammek ハイドラマックス
アイフルイド
通常価格 $68 → $61.80　送料 $6

Schrammek 
スーパーピューリフィアントジェル
通常価格 $60 → $54　送料 $6

m'lis トータルボディクレンズキット
通常価格 $76 → $69　送料 $6

m'lis コラーゲンビューティードリンク
通常価格 $52 → $50　送料 $6

グリーンピールを開発したドイツの自然派ブラン
ド、Schrammek が提供する肌に優しい処方の
“ 元祖 ”BB クリーム。抗炎症、細胞活性効果のあ
るパンテノールなどの働きで肌荒れ、肌老化、毛
穴の開きなどを改善しながら、くすんだお肌を
しっかりカバー。マットでベタつかずよく伸び、
心地よい使用感も人気の秘密。（60ml）

紫外線をカットしながら、保湿、美白の役割をこ
なす日中用美白保湿クリーム。バランスのとれた
独自のペプチドが肌老化を抑え、αアルブチンを
始めメラニン色素の生成を抑えるハーブエキスな
どを配合し、日中の肌を紫外線から保護し、シミ
やくすみを改善して輝くような素肌へ。(50ml)

乳液タイプでベタつかない夜用クリーム。イルミ
シン、ディフェンシル、ビタミン C などの美肌
成分やアボカドやマカデミアナッツなどの天然オ
イルなどの保湿成分が、日中に受けた紫外線ダ
メージを修復し、寝ている間に肌再生と美白を促
進。(50ml)

目元専用のフルイドタイプの美容液。独自の成分・
Hydranov P に加え、ヒアルロン酸、エクトイン
などの有効成分が目元のたるみ、シワ、くま、乾
燥などのダメージを改善し、ふっくら若々しい印
象へ。メイクの上からも使え、目元にハリを与え
てアイメイクを引き立てます。(15ml）

目に見えない毛穴の汚れや余分な皮脂までも洗浄
するディープクレンジングジェル。パンテノール
やハマメリスエキスなど配合でシワや肌荒れを改
善。皮脂バランスを整えて肌を清潔に保ちます。
アロエベラエキスの働きで洗い上がりもしっと
り。ミントの爽やかな香り。（50ml）

１週間の断食で活力と美肌をゲット！　体
に必要不可欠な栄養素を補う断食サプリメ
ント「エッセンシャルグリーン」と、オオ
バコやこんにゃくが主成分で体に溜まった
老廃物のデトックスと痩せやすい体作りを
助ける「パワークレンジング」が入った７
日間の断食用パッケージ。エッセンシャル
グリーンは新陳代謝を促進し、活性酸素か
ら細胞を守る手助けもします。健康なお肌
へと導き、心も体もリフレッシュ！

【梱包内容】パワークレンジング x14 包／
エッセンシャルグリーン x14 包。

オンラインでのご注文：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

ナミズスキンケア厳選の商品はコーナー後半（P13) でも
たくさん紹介しています！

Nami's Skin Care & Eletrolysis  Tel: 949-502-5050
Web: namiskincare.com
4482 Barranca Pkwy, Suite 180, Irvine CA 92604

グリーンピールの生みの親、
Dr.シュラメックのスキンケア
　アーバインの『ナミズ・スキンケア』はフェ
イシャル、ボディ、針脱毛を提供する総合ス
パ。常に美容業界の動向に目を光らせている
オーナーでエステティシャンのナミさんは、
最新の機器やコスメを使った丁寧で確実なサービスを提供しています。
　サロンで特に人気のメニューは「グリーンピール」。約 5日間の短期
間で一気に新しい肌を作り上げるディープピーリングで、今や世界中
の有名サロンで提供され、セレブの中にも多くのファンがいます。そ
のグリーンピールを生み出した Dr. シュラメックのコスメは成分も天
然にこだわり、その効果とともに安全性にも配慮。ナミさんはそんな
こだわりも含め、サロンでのトリートメントを受けた方に効果を長持
ちさせるプロダクトとして、このブランドの製品をお勧めしています。
　また、ダイエット中や食生活が不規則になりがちな方、体の内側か
らの美肌を目指す方には、ナミさんご本人も愛用しているというm'lis
のサプリもお勧めです。

OC 有数の人気総合エステサロン御用達
Nami's Skin Care
プロも愛用する優秀スキンケア

ハニー

ライト
クラシック

Shrammek 商品全てホリデースペシャル 10％ OFF!

ピーチ＋マンゴー風味で、水にサラリと溶
けて飲みやすいコラーゲンドリンクパウ
ダー。１回分に 5,000mg もの加水分解コ
ラーゲンを配合。さらに別名 “ 美のミネラ
ル ” と呼ばれ、免疫機能を改善や抗炎症作
用に優れる MSM、新しい細胞の成長を促
し、シミ、 抜け予防が期待できるリコピン、
細胞の再生を助け、コラーゲン形成を促進
する抗酸化成分のコエンザイム Q10、脂
肪酸の代謝促進や血糖値の調整、肌の保湿
効果が期待できるビオチンをバランスよく
配合。（170g）

ロングセラー

BB
クリーム

アンチ
エイジ
ング

ダイ
エット

美白

美白

目元

美肌
洗顔

Schrammek スキンエリクシア
通常価格 $59 → $53　送料 $6
ビタミン類が豊富に配合された栄養たっぷりのマ
ルチビタミンのエイジングケア美容液。保湿に
優れる植物オイル、ヒアルロン酸、肌ダメージ
を修復するアライントニン、抗酸化にすぐれる
CoQ10 などの有効成分をリポソームカプセル化
し肌深部に送り込み、シワ、たるみ、くすみを改
善。パラベン、鉱物油不使用の優しい処方。（30ml）
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【セット内容】
LEDライト（限定ブラック or レギュラーホワイト）
お好きなジェル1本 with ミニクレンザー
ホリデーネイルステッカー２種類（Passet)

カラー
（写真上段左から）

① WG-0 Clear
② NE-74 Dining Table
③ NE-84 Meteor Shower
④ NE-85 Astrology
⑤ NE-94 Red Marble
⑥ NE-97 Violane
⑦ NE-138 Anemone Blue
⑧ NE-139 Intelligence Woman

お好きなカラー１色

LEDライト

ミニ
クレン
ザー ●❸❸ ●❹❹

●❺❺ ●❻❻

① HOMEI ネイルクレンザーで
爪表面の油分と汚れを除去。

③ウィークリージェルを爪の
先端→中央→左右の順で塗る。

⑤薄く塗って③〜④を２、３度
繰り返し重ね塗り OK。完成。

②ロングキープベースジェルを
使えばジェルネイルが長持ち。

④コンパクトジェルライト 30
の LED で 30 秒で硬化。

④剥がす時は甘皮の方から爪
先に向かって丁寧に。

WG-0 NE-74

NE-97

NE-84

NE-138

NE-85

NE-139

＋

＋ ＋

剥がせる！簡単＆艶やかな
ジェルネイルをおうちで実現
HOMEY
ウィークリージェル

不器用でも楽々 ON & OFF
できる DIY ジェルネイル
　コロナ自粛期間中、ネイルサロンに通え
ない人はもちろん、おうち時間を有効利用
したい女性たちの間で大ヒットしたのが「セ
ルフジェルネイル」。しかし DIY ジェルは塗
るのは簡単でも落とすのが超厄介。無理矢
理剥がして、結果、爪がボロボロ…。
　そんなの弱点を克服したのが　『HOMEI
ウィークリージェル』。普通のマニキュアよ
りも簡単にジェルネイルが楽しめます。ベー
スコートとカラーとトップコートが１本に
なっており、塗ったらあとは LED で固める
だけ。左写真の手順を行えば１週間ほどキー
プでき、リムーバー不要でペリッと簡単に
剥がせます。このホリデーは場面に合わせ
て様々なジェルネイルをお楽しみください。

ラベスト
限定
キット

LED
ランプ
付き

●❶❶ ●❷❷

薄型軽量（110g) でUSBポートさえあればどこでも使用可能
なジェル用LEDライト。たった30秒（自動オフ）でジェル
硬化完了。コンパクトなのにフットネイルにもフィット！　人
気の８色の中からお好きなカラー1本に、クレンザーのミニサ
イズ、さらにパーティーアレンジに大活躍、韓国人気ネイルブ
ランドPASSETのネイルステッカー2種類をプレゼント。　　

ウィークリージェル　ホリデーキット
通常価格$53→$39　送料無料！

オンラインショップ：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

OROR
ホリデー
ネイル
ステッカー
２枚

NE-94
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オンラインでのご注文：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

オンラインでのご注文：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

肝細胞を活性化して
全身若返り！
LifeWave

新年に幸運を運ぶ
2020
ラッキーストーン

　人間の体を構成する細胞。その
核となり細胞を生み出しているの
が肝細胞。臓器、骨、筋肉、肌や
髪など全身の器官の根源です。肝
細胞は加齢や病気、生活習慣など
で生成が衰えますが、LifeWave の
肝細胞活性化パッチはこの肝細胞
を活性化する銅ペプチドを体内で
増やすことが認められています。
パッチをツボに貼ることで人体が
発する赤外線をパッチ内のナノクリ
スタルが感知。経絡を通してパッチ
から全身に赤外線を反射させること
で体内に銅ペプチドが生成され、幹
細胞を活性化されます。この技術は
「ウェアラブル生体分子装置」とし
て米国特許を取得しています。

2020 年の九星は五黄土星の星回
り。土の気と相性の良い火の気を
持つルチルクォーツは富と財をもた
らし、水の気をもつムーンストーン
は女性の幸運を運んでくれるラッ
キーストーンです！

幹細胞活性・X39パッチ
通常価格 $149.95 → $120  送料無料
頸椎・下丹田、または痛みや老化が
気になる箇所に貼ることで、以下の
ような効果が期待できます（個人差
があります）。幹細胞を活性化させる
銅ペプチドを増強活性化、アンチエ
イジング、エネルギーレベルの向上、
疲労回復、痛みと炎症の軽減緩和な
ど。薬物、化学物質、興奮剤の不使用。
多くのプロアスリートも愛用！（30
枚入り）

Y-ageグルタチオンパッチ
特別価格 $79.95  送料無料
グルタチオンには高い抗酸化作用が
あり、日本では若返り目的でのグ
ルタチオン点滴が話題です。このグ
ルタチオンパッチは抗酸化物質を生
成しデトックス促進と免疫強化をサ
ポート。各免疫疾患、肌老化、アレ
ルギーなどの改善をサポート。膵臓、
肝臓、胆嚢、腸、副腎、視床下部、
脳下垂体の細胞の働きが 70％向上し
た研究結果もあります。（30 枚入り）

ダイエット・SP6パッチ
特別価格 $79.95  送料無料
貼るだけで食欲抑制が期待できる
パッチ。SP6 パッチは、古代の鍼療
法の原理を利用。漢方医学の原則を
活用して胃と脾臓を正常な機能を司
る、山陰交（さんいんこう）、足三里（あ
しさんり）などの胃と脾臓経路のバ
ランスを回復させることにより、食
欲をバランスよく整え、コントロー
ルして空腹感や食欲を自然に落ち着
かせます。（30 枚入り）

ルチルクォーツブレスレット
特別価格 $29  送料無料

ムーンストーンブレスレット
特別価格 $29  送料無料 シトリンブレスレット

特別価格 $29  送料無料ストロベリークォーツ
ブレスレット
特別価格 $29  送料無料

内部に極細の針状の鉱物（ルチル）が閉じ込められた神秘的なパワーストー
ン。ルチルクォーツは通常のクォーツよりも強力なエネルギーを持つと言わ
れています。「金運・財運」のパワーを持つストーンの最高峰とも言われる
ルチルクォーツに、愛を司るストロベリークォーツを並べた美しいブレス
レットは、富と愛の両方の守護石として豊かな人生を運んでくれるでしょう。

幻想的な冬の満月のように半透明の青
みがかった乳白色が美しいムーンス
トーン。つけた人の潜在能力を引き出
し、インスピレーションと豊かな想像
力をもたらしてくれます。確かな愛と
健やかな心身を女性に運んでくれると
言われています。

金運を呼ぶ 12 個のシトリンに、全体的な幸
運を司るラピスラズリ、アメジスト、トパー
ズ、アマゾナイト、カーネリアンなどをあ
しらい、健康、仕事、恋愛など、全体運を
強力にバックアップしてくれます。

可愛らしいピンクの苺水晶とシルバー
のお洒落なブレスレット。持ち主の魅
力を最大限に引き出し、恋愛成就に導
いてくれると言われています。また好
奇心や直感を刺激し、人生を輝かせる
お手伝いをしてくれるとも言われてい
ます。女性にとって最高の守り神クリ
スタルと言われるは愛と豊かな人生を
運んでくれるでしょう。

セット内容：
＊パッチ30枚セットx２
＊ナイトクリーム50ml
＊デイクリーム30ml
※約2月分（目安）

期待できる効能 :
＊大小のシワを改善
＊肌の明るさをアップ
＊肌の色むらを均一化
＊高い保湿効果
＊肌のハリを取り戻す

光線療法を応用した特許取得済みの独自のフォー
ミュラを採用し、体の内側と外側の両方から、お肌
の健康をサポートします。即効性と効果の持続性を
持ち、使い始めたその日から、お肌の違いを実感。若々
しい輝きを取り戻すお手伝いをします。また、皮膚
科専門医によるテストおよびアレルギーテスト済み
で人工保存料不使用なので、あらゆるタイプの肌に
も安心してお使いいただけます。

アラビダトリオ・アンチエイジングスキンケアセット
通常価格 $199.95 → $159.95  送料無料

P17 の広告もご覧ください

日本から世界に広がる品質と効果
銀座トマトUSA
ビューティー＆ヘルス製品

周囲約 18cm
石最大直径 10mm

ゴム式（伸縮性あり）

周囲約 18cm
石最大直径 10mm

ゴム式（伸縮性あり）

周囲約 17cm
石最大直径 6mm

チェーン式（伸縮性なし）

周囲約 18cm
石最大直径 6mm

チェーン式
（伸縮性なし）
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オンラインでのご注文：lovest-la.com/shop  電話注文：310-538-4122（平日 /10am-6pm）

ふかひれコラーゲン本真珠プラス
特別価格$120　送料無料

ローズプラセンタ・ジュエル
特別価格$65　送料無料

Six Down（シックスダウン）
特別価格$75　送料無料

Chieco
オールインワンジェル
特別価格$52　送料無料

吸収率の高いサメのコラーゲンの中でも群を抜く、最大 86％の吸
収率を誇る天然ヨシキリザメのふかひれだけを 45 枚も使用した飲
むコラーゲンサプリ。それに加え、ヒアルロン酸やコンドロイチン、
さらに美肌効果が期待できる国産アコヤ真珠粉末を一包で一個分配
合。１日１包￥で美肌＆アンチエイジングを促進！（30 pks)

1 包にバラ 100 本分のバラプラセンタ® を配合した飲むコラーゲン
サプリ。ブルガリア産ダマスクローズオイル、ダマスクローズウォー
ターにローズヒップエキス、コラーゲン、ビタミン C などの美容
成分がぎっしりのバラ三昧ゼリー。バラプラセンタエキスは、優れ
た美容・健康促進効果が認識され、特許も取得。（30 pks)

アフリカの狩猟民族が古来から空腹を紛
らわせるために食べていたとされるアフ
リカマンゴノキの種子が主成分。体重や
体脂肪、ウエストサイズを減らすだけで
なく、肥満の原因となる中性脂肪の低減
までサポートする心強いサプリメント。

（３錠 x30 パック）

化粧水、美容液、保湿クリー
ムの役割をこれ一つで担う、
プレミアムなオールインワン
ジェル。３種類のヒアルロン
酸と、特許取得済みのロー
ズプラセンタ抽出物を含む 7 
種類の植物抽出物配合で、肌
に元気と潤いを与え、美白だ
けでなく、シワ、たるみなど
全てのアンチエイジングケア
がこれ１本で実現。日本製。

（160ml）

「隣の奥さんよりキレイに」を合言葉に
女性が若々しく輝くためのお手伝い
　　『株式会社銀座トマト』は、あらゆる角度から見た完成度
の高い、かつ信頼性のある商品作りをコンセプトにしています。
　日本で 2000 年に設立された後、まず最初に、「１日１本、美
味しく飲めて、太らない、ふかひれコラーゲン」を発売。その
きっかけは、出産後のお母さんの体力や肌、髪、爪の輝きを回
復させたいという思いでした。そこから飲むコラーゲンブーム
が巻き起こり、そのパイオニアとしてこの商品はテレビ、マス
コミに広く紹介されました。今では美容目的以外でも腰痛、関
節痛の改善目的で、多くのスポーツ選手が愛用しています。。
 　その後、アコヤ貝真珠を使用した真珠粉末、ライ麦の胎座か
ら抽出した植物プラセンタ、バラのプラセンタの開発とアンチ
エイジングを中心に研究開発プラットフォーム認定企業として
数々の新素材の開発に取り組んできています。
 　銀座トマトでは、これからも時代のニーズを先取りした新素
材の開発でトレンドをリードし続けていきます。

日本から世界に広がる品質と効果
銀座トマトUSA
ビューティー＆ヘルス製品

株式会社銀座・トマト代表
勝見 地映子
美 容 研 究 家、 コ ス メ ク リ エ イ
ター。真珠食研究家。国産アコ
ヤ貝真珠を使用した真珠粉末の
開発・製品化に成功。世界初の
バラプラセンタの開発に成功。
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l'ovest
アイブロウトリムスティック
通常 $19 → $15　送料：無料！

l'ovest
裏起毛ソックス５足セット
特別価格 $15　送料：無料！

l'ovest
ミネラルボールイオンシャワー
参考標準価格$49→$20　送料$6

こんなに楽に眉のシェイピングができるなんて！日米で大
ヒットのスティック型眉トリマー。眉周りやまぶたのムダ
毛を肌を傷つけることなくしっかりシェイブ。また、毛先
のカットも先端をそっとあてるだけで楽々。口元や顔全体
の産毛、鼻毛にも対応。先端にライトもついています！

冬の足元をあったかく包む裏全面が裏起毛仕
様のソックス。伸縮性に富みズレたり脱げた
りせずにピッタリフィット。熱を逃さず風邪
を通さないのに通気性がよくムレにくいのも
嬉しい。冬のギフトにもピッタリ！　黒、茶、
エンジ、深緑、ベージュの５色セット。
※ベージュ以外の裏ボアの色は黒です。

３種類のミネラルボールが水道水に含まれる
カルキ、塩素、重金属、水道管の汚れや錆を
中和して肌や髪、そして呼吸器にやさしい柔
らかな軟水に変えるイオンシャワー。微細な
孔から出る水は心地良い水圧でお好みで３種
類の水流に切り替えられ、大幅に節水もでき
ます。
★本体はプラスチック製です。
★ミネラルボールの効果は使用頻度にもより
ますが３年程度です。使い心地に変化が見ら
れたら買い替え時期になります。
★ホリデーセール価格は1/31まで！その後
は$10程度の値上げを予定しています！

ワンタッチで、幅広、集中、
ミックスの３種類の水流
に切替可能！

遠赤外線を発生するミネラ
ル鉱石（麦飯石）ボール、活
性炭ボール、マイナスイオ
ン（セラミック）ボールを
ボディに内蔵し、水道水を
中和するだけでなく、使用
中にマイナスイオン発生！

好評、リクエストにお答えして再入荷！
４層の綿混紡生地でしっかりプロテクトしながら
も、3D立体裁断で呼吸が楽にできる、大人カラー
向けコットンマス
ク（80％綿 20％
ポリエステル ）。
耳のかけ紐も調
節可能。色味を抑
えたピンク、ベー
ジュ、ブルーグ
レー、ライラック
グレー、黒の５色。

l'ovest
洗って繰り返し使える大人カラー
立体マスクドット柄5色セット
特別価格 $12　 送料:＄3

鬼滅の刃キャラ和柄
ポリエステルマスク
５枚セット

特別価格 $10.99　送料：無料！
止まるところを知らない人気のアニメ『鬼滅の刃』
の主要キャラクター、炭治郎、禰󠄀豆子、善逸、し
のぶ、義勇の５人の衣装の柄をあしらったマスク。
洗って数回使用可能、軽く通気性も◎。ホリデー
のパーティーやお正月の和装のお出かけにも！

サイズ：
（大人用）

長さ 15cm 
全幅 35cm

白髪染めのリタッチを繰り返し、髪全体の傷み
にお悩みの方に！お出かけや必要な時だけ根本
をインスタントに染められます。コンパクト式
で持ち運びも便利。パウダーをパフにつけてな
ぞるだけでしっかりカバー。シャンプーで簡単
に落とせます。

l'ovest 
ヘアライン白髪隠しコンシーラー（12g）
通常 $12.99 → $9.99　送料：無料

３段切替
＆
節水

イオン
浄水

ラベスト即売会で販売します！
送料$6を節約！さらにキャッシュでお買い上げの方は通常税込価
格$22.05が税込でジャスト$20！　※カード支払いは$20+tax
★ 12/10（金）、11（土）トーランス、★12、18（日）ガーデナ
※在庫状況により販売中止になることがありますがご了承ください。
詳細は 18ページ、アップデートはメルマガでお届けします。

長さ：18cm
乾電池式
AAAバッテリー１個付き

肌に優しい
18 金メッキ
のヘッド

男女兼用
サイズ：20cm 〜 26cm
素材：綿・ポリエステル

カラー：
①ブラック
②ダークブラウン
③コーヒー

超暖か
ふわふわ
ほかほか

お正月にも
ぴったり！

好評につき
再入荷！
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Scent of Lavender
Hydropeptide ファーミング
ビタミン C マスク（６回分）

特別価格 $68　送料：無料！
サロン専用のリフト＆美白
マスク。使用毎に開封する
個別パック。シートマスク
に付いたドライビタミン C
をヒアルロン酸など配合の
アンプルでアクティベー
ト。新鮮な有効成分が肌の
奥まで浸透！

Scent of Lavender
DR. J　グリーン C
パウダーキット（１週間分 x4）

通常 $160 → $144　送料：無料！

Nami's Skin Care
Pevoia パワーリペア
アイコントア (30ml）
通常 $78 → 65
送料：$6

「ペヴォニア」のアンチエイ
ジング目元美容液。デリケー
トなアイゾーンを引き締め
潤いを与え、小ジワやたる
みを修復し減少させ、若々
しい肌を取り戻します！

Nami's Skin Care
Pevoia パワーリペア
マリンコラーゲンクリーム (50ml）

通常 $88 → $70　送料：$6
サロン御用達ブランド「ペボニア」を代表す
るアンチエイジングクリーム。高濃度の海
洋性コラーゲン、ヒア
ルロン酸、黄水仙オイ
ルなどの成分が、しわ、
小じわなど気になるお
肌に潤いを与え、透明
感のある肌へ導きます。

Nami's Skin Care
Pevonia
ボディスベルト（200ml）

通常 $80 → $76
送料：$6
脂肪燃焼を促し、肌を
滑らかにするグリーン
コーヒーなど老廃物の
排出作用のある植物エ
キスが多数配合された
ボ デ ィ ス リ ミ ン グ ク
リーム。

使用直前に手のひらで
ビタミン C を活性させ
るサロン仕様の集中ケ
アキット。アルブチン
や肌再生を促すコウジ
酸等がシミやくすみ、
小ジワやたるみ、毛穴
の開きを改善。キメ細
かな透明肌に。

TEL: 310-538-4122　オンラインショップ：lovest-la.com/shop
月〜金：10am〜 5pm　　　　　　　週７日24時間！　　※表示価格は予告なく変更される場合がございます。

Scent of Lavender
ラピッドヘア育毛フォーミュラー

特別価格 $89
送料：無料！
定評のあるまつげ美容
液ラピッドラッシュの
毛髪版。６つの育毛成
分の働きで１日１回、
清潔な頭皮に使用する
だけで約 60 日間の使用
で髪のボリュームアッ
プを実感。

KS Global
人毛 100％
トップ用
ミニヘアピース

（クリップ１個使用）

特別価格 $55
 送料：無料！
見た目年齢が 10 歳若返
る！薄毛はもちろん、生
え際の白髪やダメージヘ
アにお悩みの方にもおす
すめ！

#1 #2 #3

【カラー】　
#1:  ブラック
#3: ライトブラウン

Scent of Lavender
ラピッドラッシュ
まつげ美容液
通常 $49.99 → $49
送料：無料！
リピート率ナンバーワン！
まつげをぐんぐん伸ばし、
細いまつげにボリュームが
出るベストセラーまつげ美
容液。メーカー直の正規品。
※安価な偽物にご注意くだ
さい。

Scent of Lavender
グランデラッシュ MD
まつげ美容液
特別価格 $63
送料：無料！
数々の美容アワードを受賞
し、美容のプロが一押しのま
つげ美容液。まつげの育成を
促進するビタミンやアミノ酸
プロテインを配合し、ぐんぐ
んまつげを伸ばす！メーカー
正規品。

Scent of Lavender
Celle Cle Detoxy Bright
デトックス泡パック
通常 $65 → $58
送料：無料！
手軽にソフトピーリング＆美白
ができる泡パック。顔に乗せて
泡が消えたら洗い流せばピーリ
ングが完了！炭酸ガスに乗って
有効成分が肌の奥まで浸透。余
分な汚れや角質を除去してツル
ツルピカピカの素肌へ！

皮膚科医も推薦する肌に優し
いサンスクリーン。オイル、
防腐剤、パラベンなど無添加
で、サラリとしてテカらず肌
にスッと馴染んでマットな仕
上がりに。
TIZO 2：レギュラー
TIZO 3：ティント

Nami's Skin Care 
TIZO フェイシャル
ミネラルサンスクリーン
通常 $41.99 → $39
送料：$5

SPF40
50ml

Scent of Lavender
ハイドロペプチド 
ソーラーディフェンス
SPF30（50ml）

通常 $48 → $44
送料：無料！
自然なベージュ（ティント）
でファンデーションの要ら
ない CC クリーム。SPF30
で紫外線から肌を守りなが
らアンチエイジングスキンケア
効果も発揮。
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Iyashi CBD USA

※18歳未満の購入は禁じられています。

日本語オンラインストア iyashi-cbd-usa.square.site tel/text: 714-787-7790  E-mail: cbd.iyashi@gmail.com

オーガニックCBGオイル・THCフリー
フレーバー：オリジナル・ブルーベリー・ウォーターメロン
リラクゼーションと免疫力アップが期待できる米国産有機栽培
CBDオイル配合。身体調整機能を整えて、日々の生活の質（QOL）を
向上してくれます。CBDの元の成分で希少価値が高く、400種類を
超える活性化合物を含むCBG（カンナビゲロール）を配合した最高
級のティンクチャーです。
内容量30mlに対し、濃度の異なる３種類を用意しております。
① CBD 500 mg / CBG 25mg: $50→$42
② CBD 1000 mg / CBG 50 mg: $90→$76
③ CBD 2500 mg / CBG 125 mg: $150→$127

CBDオイルカプセル
30粒 $50→$42
一粒にCBDオイルが
25mg配合のジェルカ
プセル。ココナッツオ
イル由来のMCTを加
え、毎日の体調管理や
代謝アップで体力の
向上をサポート。

CBDペインリリーフ
ロールオン
90 ml $40→$34
CBDオイル300mgに、植
物オイルなどを配合し、肩
こり、筋肉痛、腰痛、関節炎
などの辛い痛みに深く浸
透し、即効で痛みを緩和。

CBDペット用オイル30 ml
CBD150 mg $40→$34
CBD300 mg $70→$59
全て天然の成分配合した
ペット用CBDオイル。ペッ
トのアレルギー、関節痛、
消化不良、痛み、食欲不
振、緊張などを緩和。

HOLIDAY SALE
全品15％OFF！

2022年1月末日まで

ご注文・お問い合わせは日本語でお気軽にどうぞ

◆ ラベストいいもの通販でもお電話とE-mailにてご注文を承ります！広告の上をご覧ください！ ◆◆ ラベストいいもの通販でもお電話とE-mailにてご注文を承ります！広告の上をご覧ください！ ◆

ラベストいいもの通販でも下の広告内に掲載している Iyashi-CBD 社の製品を販売いたします！
クレジットカード決済に利用している Paypal が CBD 製品に対応していないため、お電話、E-mail、ラベス
トホームページ（lovest-la.com) の Iyashi CBD コーナーの専用フォームでのご注文受付のみとなります。

●お電話でのご注文：310-538-4122（月〜金／ 10am 〜 6pm）
● E-mail：shop@lovest-la.com
　  お名前、ご希望商品名と個数を明記してお送りください。オンライン決済用の請求書をお送りします。

渡辺直美さんがアンバサダーを
つとめるパウダーファンデーション
TOKYO BEAUTY
イチオシメイクアイテム

Iyashi CBD USA の
CBD 商品をラベスト
通販でもの販売！
12/11（土）即売会
詳細はP18をご覧ください！

#130               　　   #120

Tokyo Beauty
シルクウェット
パウダー
リフィル通常 $48 →
$42　送料無料！
ケース付き通常 $60 →
$52　送料無料！

かるく、やさしい、くずれにくい。
プロが選んだパウダーファンデ。
至近距離も、10 時間後も美しい
肌へ。
シルクウェットパウダーは、モデ
ルや女優たちのキレイをずっと支
えてきたファンデーション。22 
種類もの美容成分を配合したパウ
ダーがスッと肌になじみ、悩みを
カバー。つけているのを忘れさせ
る、自然で軽いつけ心地で吸いつ
くような軽やかさでなじみ、肌の
トーンを均一に整えながらお肌を
ふんわりとした印象に。シルクパ
ウダーとヒアルロン酸などの保湿
成分がしっとりさらさらに仕
上げます。時間がたってもくずれ
にくく、自信の肌が続きます。
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ホリデー
スペシャル

価格！

ラベストいいもの通販ご注文
★オンラインショップ（24/7）
　lovest-la.com/shop
★お電話（平日 10am 〜 5pm）
　310-538-4122
★ E-mai（お問い合わせ）
　shop@lovest-la.com

【ご注意】
＊現在、商品は全て郵送でのお届けとなっ
ております。通常オフィスでのお引き渡し
は行っておりませんのでご注意ください。
＊チェックでご購入の方は送付前に必ずお
電話で在庫と送料／税を含めた合計金額を
ご確認ください。
＊紹介商品は予告なく販売中止、価格変更
する場合がございます。
＊ご返品／交換は各販売元のポリシーによ
り異なりますのでお問い合わせください。


	_FC_frontcover
	*IFC_shin_
	01_TBP
	02_index
	03_atsuko_lavender
	04_Shop1
	05_Shop2
	06
	07_shop3−4
	08
	09_shop5-6
	10
	11_shop7-8
	12-0
	13_shop9-10
	14_shop11_CBD

