
1 1月24日（水）
9：00 

1 1月30日（火）
16：00 

オンラインストア限定
660円
4万円（税込）以上送料無料
●  各製品は数量限定につき、
なくなり次第終了となります。

●  顧客満足保証対象外となります。

●  配送日時指定不可、サイバーマンデー
販売製品以外との同梱は不可。

「サイバーマンデー2021」わくわく抽選会開催！
詳細はチラシを参照ください。
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● テマナ シルク AAセラム×2
● テマナ シルク CCクリーム×1
● テマナ アイラッシュエッセンス（3本セット）×1

● テマナ マスカラ ×1

30 OFF
%

15 OFF
%

オイル美容で艶めきセット

2層のオイルで、いつものお手入れがうるおいケアに早変
わり。毎日続けてしっとりつや肌。

定期購入価格：11,200円　会員価格：11,200円
QV：56 / CV：8160

●  テマナ シルク オイルトリートメント×2内容

みずみずしい果実のように
ふっくら弾む

時をもどセット

鏡の中にあの頃の自分！コラーゲンとビタミンCで
磨きをかけて、重力を感じさせないボディーに。内
側ケアでキレイと健康をサポート。

●  テマナ ノニコラーゲン 1箱（ 10本）×6
●  アリックス リジュヴィニックス×1

定期購入価格：41,225円　会員価格：47,200円
QV：232 / CV：31450

内容

キレイは狙って作る！ 
華やかさアップで注目の的

テマナで華やかセット

美しい表情は目元から。上品さもセクシーさもエ
レガントな若々しさも演出できる目元ケア&盛れ
る製品をセットにしました。

定期購入価格：27,370円　会員価格：31,530円
QV：155 / CV：22120

内容

この時期に欠かせない！お得なセット！

艶めくお肌で
近づく理想の美しさ



10 OFF
%

非売品

●  アライヴン マルチベルト（2本）×1
●  アライヴン グローブ（5本指タイプ）×1
●  アリックス ランドリーソープ×1
●  ゼンノア ステリオーラ（歯磨き粉）×1

内容

昼でも、夜でも、メイク前でも。
しっかりケアで
見た目もキレイ

なめらかつるるんセット

夜は気になる部分のスペシャルケア、日中はなめ
らかな美肌を演出するアイテムとして2 4時間ケア
できるA Aセラムを気兼ねなく使えるセットです。

30 OFF
%

●  テマナ シルク AAセラム×3
●  ロゴ入りマスク（花柄・ロゴ  各 1枚）

定期購入価格：20,730円　会員価格：23,770円
QV：116 / CV：16170

内容

いつものおうち時間を
グレードアップ

おうち時間充実セット

今日も１日お疲れさまでした！明日もまたアクティ
ブに過ごすためのケアが、手軽なのにしっかりと
できるセットです。

定期購入価格：17,384円　会員価格：21,910円
QV：60 / CV：7000

内容

30 OFF
%

内側から自慢できる
シャープな理想のあなたに

Xボディーセット

健康的なカーブのあるシルエット！に応える製品
をセットにしました。プラスαで体の中からアプ
ローチ。

定期購入価格：10,730円　会員価格：12,720円
QV：61 / CV：7420

●  ウェルネスショット エピ酵素  1箱（ 10本）×1
●  ノニ酵素  1箱（30包）×1
●  テオラ リセットティー 1箱（ 10包）×2

●  ロゴ入りクーラーバッグ×1内容

●  エンハンストCBD ロールオン×1
●  アライヴン ハイパフォーマンスインソール（MまたはL）×1

足よろこぶセット
（アクティブ）

10 OFF
%

単品でお求め
いただくよりも

定期購入価格：14,670円
会  員  価  格：17,91 0円
QV：68 / CV：9720

内容
●  エンハンストCBD ロールオン×1
●  タヒチアンノニ プレミアムシードオイル×1
●  アライヴン 就寝専用フットカバー×1

足よろこぶセット
（ビューティー）

定期購入価格：17,280円
会  員  価  格：20,790円
QV：81 / CV：11403

この時期に欠かせない！お得なセット！



心地よい暖かさで
活動をサポート

アライヴン パワーTシャツ 

遠赤外線の保温効果で身体を温かく包み込み、ホー
ムウェアやスポーツウェアとしてあらゆるシーンでお
使いいただけるＴシャツです。男女問わず 1年を通し
て着用いただけます。

定期購入価格：25,690円　会員価格：33,030円
QV：100 / CV：16000

M、G、GG、XGG　
※身丈、胸囲などはオンラインストアをご参照ください。
UVカット加工  /  AQUA DRY/ 男女兼用、通年使用可

サイズ

ポリアミド90％、ポリウレタン10％ 
※バイオセラミックMIG3 ®配合素材

ポリアミド90％、ポリウレタン10％ 
※バイオセラミックMIG3 ®配合

寝ている間も
足元の温かさをキープ

アライヴン  
就寝専用フットカバー  

就寝時に着用するフットカバーです。遠赤外線の
保温効果に加え、履いていることを忘れるような
やわらかな素材で、冷えが気になる足元の温かさ
を寝ている間もキープ。心地よいベッドタイムに。

定期購入価格：7,000円　会員価格：9,000円
QV：25 / CV：3000

21～27cmサイズ

素材

気になる部位の
ボディーケアに

アライヴン  マルチベルト（2本）

頭や首、手首、足首に巻きつけることで、遠赤外線
の保温効果を発揮します。身体の各部位に合わせ
たボディーケアに最適です。

定期購入価格：6,300円　会員価格：8,100円
QV：21 / CV：2500

70cm×1 本、60cm×1 本　
※バイオセラミックMIG3 ®配合サイズ

ニューエイジのグループ企業の人気製品！



内容量

天然ビタミンCが
キレイと元気をサポート

アリックス  ヴィナーリ

天然ビタミンCとブドウ種子エキス、ブドウ果皮エ
キスの相乗作用で単体では叶えられないイキイキ
とした生活をサポートします。

1個  40g（717mg×56粒）

定期購入価格：5,250円　会員価格：6,400円
QV：25 / CV：3000

内容量

植物のパワーで
健康的にエナジーチャージ

アリックス  リジュヴィニックス

アサイーベリーをはじめとした6種のスーパーフルー
ツに未焙煎のグリーンコーヒー豆由来のカフェイン
やL-テアニンなどを独自ブレンド。ここ一番のやる
気とパワフルな生活を維持するお手伝いをします。

1個  61g（548mg× 1 12粒）

定期購入価格：6,500円　会員価格：7,900円
QV：33 / CV：4000

容量

お肌にも衣類にも
環境にもやさしい
ランドリーソープ

アリックス ランドリーソープ

生分解性に優れた植物由来の洗浄成分に3つの酵
素を配合した、エコフレンドリーでありながら洗
浄力に優れた洗濯洗剤です。お肌にも
衣類にもやさしい製品です。

1本  500ml

定期購入価格：2,604円　会員価格：3,150円
QV：11 / CV：1300

容量

ココナッツオイルと
一緒にキレイも手に入れよう

アリックス ココナッツオイル（食用）

人気の中鎖脂肪酸主体の機能性オイルで、消化吸
収が良く速やかにエネルギーになりやすいため、
毎日の健康をサポートします。

1本  1 18ml

定期購入価格：2,500円　会員価格：3,100円
QV：8 / CV：1000

ニューエイジのグループ企業の人気製品！

栄養機能食品


