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商品の特徴を理解し、
効果的にアピールする方法を学ぶ。

ビジネスを成功させる基本のひとつに、商品力があります。消費者は、購入することで「どのような

未来が待っているか」を想像しながら、そこにイメージできる「未来の結果」に代金を支払うと言われ

ています。ここで重要なのは、お客さまが商品を手に取った時に「理想の未来が描けるかどうか」

です。

ミューフルは、一人ひとりの悩みを解消し素肌がより美しくなるための商品の開発に日々取り組ん

でいます。原材料の研究から自社で取り組み、永年の研究を重ねて開発されたスキンケア商品は、

結果として高いリピート率を誇るブランドへと成長し続けています。

ここでは、商品知識を理解しながら、お客さまの悩みに最適なアドバイスができる魅力的なアピール

方法を身につけていきましょう。

ミューズアカデミー

ミューフル商品知識

このセッションでの目的

1. 「自己回復力を妨げない」５つのケア

2. スキンケアのコンセプト 

3. ミューフル商品構成・特長

P 02

P 03

P 06

CONTENTS

すべての商品には“コンセプトや強み”はもちろんのこと、

結果がでやすい使い方など、それぞれ特徴があります。
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1. 「自己回復力を妨げない」５つのケア

5つのケア

1.
肌質ケア

自己回復力を妨げない、「ノンオイル」「ノンア
ルコール」「ノンケミカル」「弱酸性」のケアを
行い、肌質を整え、すっぴん美人をめざしま
しょう。

自己回復力を生かしましょう

2.
毛穴ケア

皮脂を温めることで毛穴の汚れをしっかりと
取り除くことができ、毛穴の開きや黒ずみ改
善も期待できます。また、肌は温めることに
よってHSP（ヒートショックプロテイン）を
増加させ、ストレスによって傷めたコラーゲン
線維やエラスチン線維を修復する機能があり
ます。

肌を温めましょう

3.
ハリ・引き締めケア 顔の表情筋をよく動かすことにより、肌は

ハリが出て引き締まります。

表情筋を動かしましょう

4.
インナーケア

美肌づくりには身体の内側からのケアもと
ても大切です。糖化や酸化を防ぐバランスの
よい食事とともに、内臓を活性化するサプリ
メントなども摂り入れましょう。

身体の内側から美肌を作りましょう

5.
ポジティブケア

肌を悩ませている原因をポジティブにとらえ、
理解することで必ず改善策が見つかります。
脳がきれいになりたいと望めば、自然と体内
や肌にもさまざまなよい働きかけが起き、
輝いてきます。

自分の肌を大切にしましょう

“理想的な肌”を実現する「多面的」なアプローチ

私たちが考える「理想的な肌」を実現するための基本となるのが、5つの角度からのケアです。

各商品の目的を理解し、お客様にどのような効果を期待できるのかをお伝えしましょう。

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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2015年に発売された『ミューフルナチュラルシリーズＰＮ』は全

成分が天然由来のスキンケア化粧品です。商品名にある「PN」は

「パーフェクトナチュラル」を意味しており、本物の自然の恵みに

対するこだわりを表しています。そこから肌が本来持っている自ら

美しくなる力をサポートし、“すっぴん美人”になって欲しいとの

願いが込められています。

※防腐効果のある天然由来の酸。蜂も巣を腐敗から守るためにこの酸を用いている。

肌に必要なミネラル成分を豊富に
含む「知床らうす産の海洋深層水」
を使用。凍結脱塩法という特殊
製法により、上質なミネラルを
保っています。

ミネラル成分

うるおいを保つために必要な
アミノ酸を十数種類含む、アラ
ビアゴムを配合しています。

アミノ酸

水にも油にもよくなじむトウモ
ロコシ由来のプロパンジオール、
加水分解コラーゲン（魚鱗）を
配合。肌なじみがとてもスムーズ
です。

天然保湿成分

トウモロコシに含まれるレプリ
ン酸Na※、バジル等に含まれる
アニス酸Na※など、肌にやさしい
天然の防腐剤を使用。

天然防腐剤

ミューフルが大切にしているのは
「自己回復力」。

2. スキンケアのコンセプト
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ペルシャ産の野生ダマスク
ローズから抽出したローズ
エッセンス※を惜しみなく
配合。野生のバラには栽培
種にない力強い生命力が
あります。　※保湿成分

13種類のフルーツと植物からポリフェノールを
豊富に含むエキスを抽出。さまざまな成分の
働きかけで、美肌を目指します。

ポリフェノールを含んだフルーツ＆植物野生ダマスクローズ

肌の自己回復力をサポートする“全成分天然由来”

真の美しさを導き出す“４つの条件”

肌本来の保湿力を守る

ノンアルコール 

自然な皮脂の分泌を促す

ノンオイル  

肌を健やかに保つ

ノンケミカル

水分、油分のバランスを保つ

弱酸性＋ ＋ ＋



● 標高3,200メートルの高地に群生。

● 寒暖差が激しい環境のため、このストレスで鍛えられ
　 バラには濃いエッセンスが充満。

● 人の手が全く入っていない場所は、正真正銘「野生の証」。

● ダマスクローズの原種に近い野生のバラ。

● ゴツゴツした岩場からも顔を出す力強い生命力。

● ベテランによる手摘みを徹底。

● 日の当たらないうちに採取し、香りのエッセンスを守る。

人の手が全く入っていない場所は、正真正銘「野生の証」。

● 高い成分濃度のローズエキスを生み出すダブル蒸留法で抽出。

● 蒸留にはミネラル豊富な山の湧水を使用。

● 綿密に計算されたローズエキスとローズオットーの分離時間。

● 濃度に差が出る、他と大きく違うバラと水蒸気の割合調整。

    （平均：バラ30％：水蒸気70％／ミューフル：バラ55％：水蒸気45％）

● 菌発生を抑えるための徹底した衛生管理。

● 機械によるミスを防止するため、手作業を重視。

世界中の女性から愛されているバラ。世界中の化粧品メーカーがこぞって使用するバラ。香り、効能…どれをとってもこれほど
魅力的なものはありません。だからこそ古代ペルシャの時代から長きにわたって重宝されてきたのです。そのなかでもミューフ
ルが取り扱うバラとバラ花水を生み出す製法は特別なもの。その長所を挙げてみます。

《ミューフルのバラの特徴》

《こだわりの製法》

《バラ花水の特徴》

ミューフルの主原料である「バラの長所」。

バラ花水には、シトロネロール※1やゲラニオール※2といった成分が含まれ、それにより肌に弾力を与え、さらに肌を引き締めて
若々しく保つ効果があると言われています。とくに付けた後などは、肌がサラサラ・スベスベするのが分かります。
また、イライラや不安・ストレスなどは活性酸素を増やし、肌や体へダメージを与えてしまいますが、バラの香りに包まれると心が
リラックスし、優雅な気持ちになってきます。
バラ花水の原料として最適なのはダマスクローズ。数あるバラの原種のひとつであり、もっとも香りがいいことでも知られていま
す。なかでも有名なのはペルシャ※3産とブルガリア産です。バラ発祥の地であるペルシャ※3では、今も昔もバラの力を医療・料理等
に利用し、人々の毎日の生活に密着しています。

昔からバラは世界中の女性から愛されてきました。中世ヨーロッパの女性はお風呂に入るという習慣がなかったため、バラ花水
で体を拭いていました。また、飲むことによって体内に吸収され、皮膚からバラの香りをほのかに漂わせていたという話もありま
す。それほどにバラは昔から女性に重宝されていたのです。

女性美を高めるバラ花水（ローズウォーター）の秘密。

● 殺菌・抗菌作用

● 肌の引き締め作用

● 肌に弾力を与える

● 肌のほてりや炎症を抑える

● 皮膚にうるおいを与える

● 抗しわ作用

● 清浄作用

● 防腐効果　  etc.

※1 シトロネロール…鎮静作用・筋肉弛緩作用・収斂作用・消炎作用等
※2 ゲラニオール…抗炎症作用・鎮静作用・皮膚弾力回復作用・リラックス効果等
※3 現イラン

【ダブル蒸留法】

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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カリウム

ビタミンC

エラグ酸

クルクミン

ビタミンC

ポリフェノール

ペクチン（食物繊維）

美しい肌の実現のためには、スキンケアだけでなく、身体が健康であることが

必要です。ミューフルでは「真の美しさは健康であってこそ」の考え方を

重視。そこで、身体が必要としている成分を補給して、毎日を健やかで溌剌

と過ごせるようにインナービューティーにも力を入れています。天然原料に

こだわったサプリメントやビューティードリンクで身体の内側から輝く健康

的な美しい肌づくりを提案しています。

ミューフルでは厳選した天然由来原料をインナーケア商品にも配合しています。
注目すべき3つの成分について確認しておきましょう。

身体の内側から目指す美肌づくり。

はつらつ
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アムラは熱帯に分布するドウダイグサ科の植物で、野生ではインドの落葉樹の森に
繁殖しています。アムラの果実は天然ビタミンCの宝庫といわれており、オレンジの
約20倍のビタミンCが含まれています。通常のビタミンCは熱に弱く酸化しやすい
という弱点がありますが、アムラに含まれるビタミンCは熱に強いという特徴があり
ます。インドでは古くからアーユルヴェーダで親しまれ、現在でも健康目的などで
人気の果実です。

アムラ

■アムラの主な含有成分

■秋ウコンの主な含有成分

■ザクロの主な含有成分

ウコンはアジア原産で、ショウガ科の多年草です。インドでは紀元前から栽培が
始まったといわれており、アムラ同様、アーユルヴェーダの代表的な植物として親し
まれています。ミューフルでは、ウコンの主成分であるクルクミンの量が最も含まれ
ている秋ウコンを配合しています。肝臓の作用に関わりのあるウコンは、日本でも
お酒をよく飲む方などに人気があり、健康・美容目的で注目されています。

秋ウコン

6000年前から美容食、健康食として重宝されているザクロ。植物性ホルモンの
エストロゲンやポリフェノールが豊富なザクロは、古代から女性に愛されている
果実です。ミューフルでは、ザクロ発祥の地ペルシャ※産のザクロを使用し、エストロ
ゲンに似た栄養素を含んでいる果肉の中の種子成分を配合することで、ザクロの
魅力を最大限活かしています。

ザクロ

ミューフル注目の“インナーケア成分”

※現イラン



このような方におすすめ

スキンケア

販売名：ミューフルナチュラルクレンジングⅡ 

サイズ：250g／100g／30g

水（精製水）、プロパンジオール（トウモロコシ）、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル（ヤシ油）、ダマスクバラ花水（バラ）、ポリソルベート60（パーム等）、海
水（海洋深層水）、BG（サトウキビ）、スクロース（甜茶）、キサンタンガム（トウモロコシ）、ローカストビーンガム（カロブ豆）、ヒアルロン酸Na（鶏冠）、グ
リセリン（アブラナ）、加水分解コラーゲン（魚鱗）、サフランエキス（サフラン）、アラビアゴム（アラビアゴム）、ウコン根エキス（ウコン）、ウメ果実エキス
（ウメ）、シャクヤク根エキス（シャクヤク）、ヒキオコシ葉/茎エキス（ヒキオコシ）、チャ葉エキス（緑茶）、加水分解ハトムギ種子（ヨクイニン）、アニス酸
Na（バジル等）、レブリン酸Na（トウモロコシ）、ナツメヤシ果実エキス（ナツメヤシ）、アンズ果実エキス（アプリコット）、ザクロ果実エキス（ザクロ）、イ
チジク果実エキス（イチジク）、リンゴ果実エキス（青リンゴ）、ブドウ果実エキス（ブドウ）※( ) 内は原料由来

〈 クレンジング 〉

ナチュラルシリーズPN  PNクレンジング

やさしく洗い上げて、すっきり、澄みやかに。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

使用量：小さじ1杯 小さじ1杯程度を、
顔のポイント（額、
両ほほ、鼻、あご）に
置きます。

指先の力を抜いて、
らせんを描くように、
時間をかけてやさし
くマッサージします。

水またはぬるま湯で
洗い流します。フェイ
スラインなどに洗い
残しがないよう、気を
つけましょう。

古い余分な角質を落とし、毛穴の汚れをしっかり取ることが美肌へつながるという考えから生まれたクレンジングです。
合成界面活性剤を一切使用せず、天然由来の洗浄成分ながら高い洗浄力を持ち、やさしく洗い上げます。また弱酸性なのも
ポイントです。保湿因子や水分を必要以上に奪うことなく、洗顔後もみずみずしさをキープします。

●天然由来の洗浄成分が肌を守りながら、メイクや皮脂、古い角質、毛穴の奥の汚れまでしっかり洗い落とします。

●弱酸性だから保湿因子や水分を必要以上に奪うことなく、洗い上がりはしっとりもちもち肌に。

●ノンオイルのジェルなので、まつげエクステをしているお客さまにもおすすめ。

●高い洗浄力により、アイメイクもしっかり落とします。　　

□ 肌のザラつきが気になる方  　　　□ 過剰な皮脂によるテカリ、ベタつきが気になる方 

□ 毛穴の汚れ、黒ずみが気になる方  　　　□ くすみのない透明感のある肌を目指す方 

□ まつげエクステを長持ちさせたい方

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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肌が本来持っている自ら美しくなる力「自己回復力」を大切にするミューフルの代表的シリーズのローションです。「ノンオイ
ル」「ノンアルコール」「ノンケミカル」「弱酸性」に加え、ハーブ王国のペルシャ※1やインドでの実績をもとに研究を続け、全成分
天然由来のスキンケア化粧品の商品化に成功。美幸コーポレーション創業25年の節目である2012年に登場しました。そして
2015年、集大成として抗糖化に着目しバージョンアップさせた現商品が発売されました。　※1 現イラン

● 手摘みした野生のバラから抽出したローズエキス※2をはじめ、天然由来のヒアルロン酸※2を使用。 天然素材たっぷりの
ジェルが、角層のすみずみまで浸透し、肌の表面をなめらかにしてキメを整えます。   ※2 保湿成分

● 保湿だけではなく、ミューフル独自の美容法「ローション洗顔」に最適です。

● 13種類の植物・フルーツから抽出された美容成分が肌を解きほぐし、古くなった角質を拭き取ることにより肌を明るく
導きます。

●肌にやさしいので、女性はもちろん、デリケートな赤ちゃんや男性も、どなたにも心地よくお使いいただけます。

●顔、髪の毛、頭皮、全身お使いいただけます。

□ 肌のキメが気になる方   　　□ 乾燥が気になる方 

□ 毛穴の汚れ、黒ずみが気になる方  　　□ くすみのない透明感のある肌を目指す方

販売名：ミューフルナチュラルローションⅡ 

サイズ：1L／300mL／30mL

水（精製水）、プロパンジオール（トウモロコシ）、ダマスクバラ花水（バラ）、グリセリン（アブラナ等）、海水（海洋深層水）、アルギン酸Na（海藻）、シロキクラゲ多
糖体（キクラゲ）、BG（サトウキビ）、加水分解コラーゲン（魚鱗）、キサンタンガム（トウモロコシ）、ヒアルロン酸Na（鶏冠）、サフランエキス（サフラン）、アラビア
ゴム（アラビアゴム）、ウコン根エキス（ウコン）、ウメ果実エキス（ウメ）、シャクヤク根エキス（シャクヤク）、ヒキオコシ葉/茎エキス（ヒキオコシ）、チャ葉エキス
（緑茶）、加水分解ハトムギ種子（ヨクイニン）、アニス酸Na（バジル等）、レブリン酸Na（トウモロコシ）、ナツメヤシ果実エキス（ナツメヤシ）、アンズ果実エキス
（アプリコット）、ザクロ果実エキス（ザクロ）、イチジク果実エキス（イチジク）、リンゴ果実エキス（青リンゴ）、ブドウ果実エキス（ブドウ） ※( ) 内は原料由来

〈 ローション 〉

ナチュラルシリーズPN  PNローション

うるおいたっぷりで、ふっくら、柔らかに。

このような方におすすめ

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

セールスポイント

商品の誕生について

使用量：小さじ1杯 小さじ1杯程度を手に
取り、顔全体になじま
せ、ゆっくりマッサージ
します。

顔と同じように首回り
もやさしくマッサージ
し、手に残ったロー
ションは腕に塗ります。

ローションが肌にしっ
かり浸透（15分程度）
したら、濡らしたエス
テ・フェイスタオルで、
やさしく拭き取ります。

少量を手に取り、顔に
のばして、ジェルの粘り
気がなくなるまでパッ
ティングをします。

「保湿」「ローション洗顔」
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スキンケア



販売名：ミューフルナチュラルパックⅡ

サイズ：250mL／30mL

水（精製水）、ダマスクバラ花水（バラ）、BG（サトウキビ）、プロパンジオール（トウモロコシ）、ヒドロキシエチルセルロース（パルプ）、グリセリン（アブラ
ナ）、加水分解コラーゲン（魚鱗等）、海水（海洋深層水）、サフランエキス（サフラン）、アラビアゴム（アラビアゴム）、ウコン根エキス（ウコン）、ウメ果実エ
キス（ウメ）、シャクヤク根エキス（シャクヤク）、ヒキオコシ葉/茎エキス（ヒキオコシ）、チャ葉エキス（緑茶）、加水分解ハトムギ種子（ヨクイニン）、アニス
酸Na（バジル等）、レブリン酸Na（トウモロコシ）、ナツメヤシ果実エキス（ナツメヤシ）、アンズ果実エキス（アプリコット）、ザクロ果実エキス（ザクロ）、イ
チジク果実エキス（イチジク）、リンゴ果実エキス（青リンゴ）、ブドウ果実エキス（ブドウ）※( ) 内は原料由来

〈 パック 〉

ナチュラルシリーズPN  PNパック

溶けこむようになじみ、もっちり、艶やかに。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

使用量：大さじ1杯 大さじ1杯程度を手に
取り、顔全体にやさし
く丁寧にのばします。

パックがよく浸透する
ように、ジェルの粘り気
がなくなるまでパッ
ティングをします。手に
残ったパックは首回り、
腕に塗ります。

そのままおやすみにな
り、翌朝水またはぬる
ま湯で洗い流します。
または20分程度おい
て洗い流します。

PNクレンジング、PNローション、PNパックと、『ミューフルナチュラルシリーズPN』を実感する3ステップを結ぶアイテムです。
従来のミューフルのパックより保湿効果を高めるよう開発され、抗糖化に着目した植物・フルーツエキスに加えて、主要成分と
してコラーゲン※をたっぷりと配合しました。そのため「コラーゲン原液100％の美容液に相当する濃度」というのが強みの
ひとつとしてあげられます。　※保湿成分

●やさしくていねいにパッティングすることで、良質なコラーゲン※をはじめ、肌に必要な成分をしっかり補給します。

●たっぷり配合されたコラーゲン※により、肌のハリと明るさを実感できます。

●塗ったままおやすみできるオーバーナイトパックとして使用でき、寝ている間にゆっくりじっくりとパックの美容成分を
肌に届けます。

□ 肌に、弾力のあるハリやツヤをもとめる方  　　□ 年齢とともに肌の乾燥が気になる方 

□ くすみのない透明感のある肌を目指す方

このような方におすすめ

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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スキンケア



サイズ：60mL

水（精製水）、プロパンジオール（トウモロコシ）、ヒトオリゴペプチド-1（発酵法）、ヒアルロン酸Na（発酵法）、水溶性コラーゲン（豚）、マンニトール（トウ
モロコシ）、クエン酸（さつまいも等）、クエン酸Na（さつまいも等）、グレープフルーツ種子エキス（グレープフルーツ）

〈 美容液 〉

エクストラエッセンスPN

エイジングケア※１しながら整える、
EGF※2配合美容液。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

エクストラエッセンスPNエクストラエッセンスPNエクストラエッセンスPN

日本EGF協会認定のEGF（ヒトオリゴペプチド-1）※2を使用。

適量を手に取り、顔
全体にマッサージす
るようにのばしてく
ださい。

頬や目元など、気に
なる部分に重ねづけ
が効果的です。

このような方におすすめ

EGF※2の発見が1962年。発見者へのノーベル賞の受賞が1986年。その後、EGF※2の成分が肌に素晴らしい効果をもたらし
てくれる美容液として研究が続けられ、日本でも2005年に厚生労働省から化粧品への配合が認可されました。ミューフルも
以前からその効果に着目しており、翌2006年に商品化しています。バイオウォーミーパックやローション洗顔の後にお使い
いただくと、EGF※2配合エッセンスの美容成分の特徴が発揮され、つるりとなめらかな肌への手応えが人気のアイテムです。

EGFとは
53個のアミノ酸から成るタンパク質。細胞を再生させる
因子のことで、ダメージを受けた皮膚や粘膜を修復し、細
胞の成長を促進する働きを持っています。細胞の組織が
活性化されることで、シミや色素沈着の予防、肌のハリを
高めるなどの期待ができます。

●エイジングケア※1の強い味方であるEGF※2に、さらにヒアルロン酸※3とコラーゲン※3もプラス。しっとりとしたもちもち感を
一日中キープします。

●日本EGF協会認定のEGF※2を使用した、肌にやさしい天然由来の美容液です。

●肌に溶け込むようになじむ、心地よいテクスチャー。

●頬や目元など、気になる部分には重ねづけを。

□ くすみのない透明感のある肌を目指す方 　□ 肌のキメが気になる方  

□ 年齢とともに肌の乾燥が気になる方 　　　 □ 薄いシミ、浅いシワが気になる方

セールスポイント

商品の誕生について

※1 年齢に応じたお手入れ　※2 EGF=上皮細胞増殖因子（Epidermal Growth Factor）  

※3 保湿成分
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スキンケア



サイズ：15mL

水（精製水）、プロパンジオール（トウモロコシ）、グリセリルグルコシド（トウモロコシ等）、ヒドロキシエチルセルロース（パルプ）、ヒトオリゴペプチド-1
（発酵法）、ヒアルロン酸Na（発酵法）、水溶性コラーゲン（豚皮）、マンニトール（トウモロコシ）、グリセリン（ヤシ油等）、クエン酸（さつまいも等）、クエ
ン酸Na（さつまいも等）、グレープフルーツ種子エキス（グレープフルーツ） ※( )内は原料由来

〈 美容液 〉

エクストラエッセンスPNプラス

気になる年齢線にアプローチ
高密着※１ピンポイントジェル。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

日本EGF協会認定のEGF（ヒトオリゴペプチド-1）※2を使用。

スキンケア

このような方におすすめ

ミューフルのコンセプトを網羅した上で、第一印象の美しさと若々しさを守るために、ミューフルは年齢線に特化したスペ
シャルトリートメントジェルを作り、2022年4月に発売を開始しました。美容成分を贅沢に配合し、全成分天然由来で構成さ
れた高密着※1ジェルが年齢線に革新をもたらし若々しい印象へと導きます。
※当社従来品との比較

●液体の粘度調整を行う他に、被膜形成効果があり、皮膚表面に保護膜を作りラッピングするような効果をもたらすことで肌
の湿潤効果を保つ成分、ヒドロキシセルロースを配合しています。

●保湿作用に優れており、肌の潤い環境を整で、ハリ、弾力を維持する力に優れている成分グリセリルグルコシドを配合してい
ます。

●日本EGF協会認定のEGF※2を使用した、肌にやさしい天然由来の美容液です。
●年齢線の気になる、眉間、目もと、口もとに集中アプローチ。
●肌に溶け込むようになじみ、伸びのよいテクスチャー。

□ 目もと口まわりの乾燥が目立つようになってきた方 □ アイラインが引きにくくなってきた方

□ ほうれい線や目の下にファンデーションが溜まる方　 □ まぶたのアイシャドウがきれいにのらなくなってきた方

□ 眉間のシワやほうれい線が目立ってきた方　　　　  □ 気づくと眉間にシワを寄せてしまっている方

セールスポイント

商品の誕生について

※1 当社従来品との比較　※2 EGF=上皮細胞増殖因子（Epidermal Growth Factor）  

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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サイ

エクストラエッセンスPNプラスエクストラエッセンスPNプラスエクストラエッセンスPNプラスエクストラエッセンスPNプラス

気になる年齢線にアプローチ
高密着

スキンケア

ジェルを指に取り、まぶたの目頭寄りと目の下に置きます。
まぶたから目尻に向かって指の腹を滑らすように、目の下も同様にしジェル
を伸ばします。その後、なじませるように指の腹で優しくプレスします。
目尻に手を添え肌を引き上げ、シワの溝を広げてから、シワの溝部分
に入れ込むように塗り込みます。

指の腹で眉間の下から上へ向かっ
て優しく塗りこみます。小刻みに
左右にジグザグ線を描きながら
溝を埋め込んでいくイメージです。

ジェルを指に取り、ほうれい線に
沿って口角から小鼻に向かい螺旋
（外回り）を描きながら塗り込んで
ください。頬を膨らませながら塗る
と効果的です。

［目もと］
［口もと］

［眉間］

※目の周りは大変デリケートです。強くこすらず滑らすように優しくお手入れしてください。



PNローションなどのスキンケアで肌を整えた後、1円玉大（約0.6mL）を手に
取り、顔全体にやさしくのばしなじませます。
2～3時間おきにつけなおしてください。汗をかいたり、タオルで拭いた後などは、
必要に応じてつけなおすことをおすすめします。

SPF17 PA++　サイズ：30ｇ

水（精製水）、プロパンジオール（トウモロコシ）、酸化チタン（鉱物）、グリセリン（パーム）、シリカ（鉱物）、ヒトオリゴペプチド-1（発酵法）、マンニ
トール（トウモロコシ）、クインスシードエキス（マルメロ種子）、グリセリルグルコシド（トウモロコシ等）、クエン酸（さつまいも等）、クエン酸Na
（さつまいも等）　※（ ）内は原料由来

〈 UVケア 〉

ミューフルUVジェルPN

素肌を紫外線から守る、
全成分天然由来のUVジェル。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

このような方におすすめ

ナチュラルシリーズPNと同様、「ノンオイル」「ノンケミカル」「ノンアルコール」「弱酸性」のUVケア商品が、長年の研究開
発により、誕生しました。強い紫外線による影響で光老化が懸念される中、ミューフルならではの天然由来成分で紫外線
対策ができるUVジェルです。EGF※の他、天然由来の美容成分が配合され、スキンケアしながら紫外線から肌を守りま
す。みずみずしくべとつかない使い心地です。

●化学合成成分無添加、全成分天然由来の日焼け止め化粧品です。

●日本EGF協会認定のEGF※と、マルメロの種から抽出したクインスシードエキスを配合し、美肌へと整えます。

●赤ちゃんからお年寄りまで、また敏感肌の方など、どなたにも心地よくお使いいただけます。

●顔や身体、全身にお使いいただけます。

□ 紫外線対策が気になる方  　　　　　　 □ UVケア商品の成分が気になる方

□ 刺激の少ないUVケアをしたい方 　　□ 化粧下地として使用したい方

セールスポイント

商品の誕生について

日本EGF協会認定のEGF（ヒトオリゴペプチド-1）※を使用。

※ EGF=上皮細胞増殖因子（Epidermal Growth Factor）

素肌を紫外線から守る、
全成分天然由来のUVジェル。
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販売名：ミューフルR EX（化粧水）

サイズ：230mL／60mL

ダマスクバラ花水、ダマスクバラ花油、ローズマリーエキス、水

〈 導入化粧水 〉

ROSE EX

きゅんと引き締める、
華やぐローズの導入化粧水。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

ROSE EX用 スプレーボトル（別売）

ローション洗顔のあとにROSE EXを配合成分を馴染
ませるためによく振ってから顔全体にスプレーします。
顔だけでなく全身にも使える化粧水です。

Skin
Care

Body
Care

Hair
Care

Relax
Eye

Care
Hand 
Foot 
Care

化粧水として、
直接肌にスプレーしたり、
コットンに含ませて使ったり。
日焼け後のほてりケアにも。

ヘアケアとして
ブローの前に
ひとふき。

入浴後、全身に
ボディローション
として。

パソコンや仕事で
酷使した目に。

かさつく
手足のケアに。

安眠前に。
枕や部屋に
スプレーして。

スキンケア

古代から女性たちの美容法に用いられてきたバラ。クレオパトラが美しさを保つために愛用していたのは、有名な逸話です。
そのバラはミューフルの主原料のひとつ。天然素材の働きを重視するミューフルのこだわりを肌で実感していただくために
誕生したのがこのバラの化粧水です。独自のルートで調達する、バラ発祥の地であるペルシャ※産の野生のバラを原料とし、
こだわりの蒸留法で一滴一滴抽出したエッセンスがつまっています。過酷な自然環境で自生するたくましい生命力に満ちあふ
れた野生のバラ。その魅力とパワーをお届けしています。　※現イラン

● 標高3,200メートルの寒暖差が激しい過酷な環境で育まれた野生のダマスクローズから抽出したローズウォーターに貴重
なローズオットーを配合。

●天然成分が肌や毛穴の引き締めに働きかけ、肌にうるおいを与えます。

●アロマテラピーでは、芳醇で華やかなバラの香りは緊張やストレスから心を解き放ち、リラックスさせる効果もあると言わ
れています。

●顔、頭皮、髪の毛、全身、また日常生活におけるさまざまなシーンでお使いいただけます。

□ リラックスしながらお手入れをしたい方 

□ 毛穴の引き締めケアが気になる方

□ 日中の乾燥が気になる方 

□ 皮脂が多く出てる方

このような方におすすめ

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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ROSE EX用 スプレーボトル（別売）



販売名：ペルシャの天然草A

サイズ：100g

ラノリン脂肪酸、水、ヤシ油、ダイズタンパク、ヘンナ、ナツメ果実エキス、ローズ油、ギンバイカエキス、カミツレエキス、ショウヨウダイオウエキス、小麦
粉、コーヒーエキス、トラガント、カラクサケマンエキス、ゼニアオイ、ケイ酸Na

〈 石　鹸 〉

ペルシャの天然草 〈ダマスクローズ〉

クリーミーなもっちり泡で洗い上げる、
ローズの香り豊かな石鹸。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

よく泡立ててから洗顔し、そのあと水かぬるま
湯で十分に洗い流します。

ローションを少し混ぜて泡立てるともっちりとした弾力ある泡に。

スキンケア

このような方におすすめ

当社社長が日本の知人にペルシャ※のお土産として渡した天然石鹸。偶然それを手にしたアトピー肌の少女が、「肌が良くなっ
たので売って欲しい」と自分の貯金箱を持ってやってきました。その健気な姿に心を打たれ、ペルシャ※ならどこにでも売られて
いるこの石鹸が必要とされていることを知り、社長は日本人仕様に改良したものを新たに製造、そして発売することを決意し
たのです。日本で、天然素材が持つ力の素晴らしさを広めていこうと化粧品開発に取り組み、ミューフルへつながるきっかけ
になった石鹸です。　※現イラン

● 薫り高いダマスクローズの貴重なエッセンスを配合。

●バラ発祥の地であるペルシャ※のカシャーン地方で育った無農薬のバラを使用しています。

●じっくり焚き上げる鹸化法（高級石鹸を作る方法）で製造。

●顔だけでなく身体もやさしく洗い上げるクリーミーな泡立ちで、ローズの香りが豊かに漂います。

●カモミールなど肌のために厳選した12種類のハーブをブレンドしています。
 　  12種類のハーブ（ヘンナ、カモミール、トラガカントゴム、ココナッツオイル、コーヒー、カラクサケマン、ギンバイカ、ダイオウ、グレイン、ナツメ、ひよこ豆、ゼニアオイ）

□ 過剰な皮脂によるテカリ、ベタつきが気になる方 

□ 毛穴の汚れ、黒ずみが気になる方

□ 肌が敏感な方、デリケートな方

セールスポイント

商品の誕生について

13



サイズ：20mL

海水(海洋深層水)、水、BG、グリセリン、カプリル酸グリセリル、カンゾウ根エキス、ダイズ発酵エキス、コメヌカエキス、エタノール、クインスシードエキ
ス、ジメチコン、キサンタンガム、メチコン、酸化ジルコニウム、ラウリン酸ポリグリセリル－10、カプリン酸グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル－2、ス
ルホコハク酸ジエチルヘキシルNa、リゾレシチン、トコフェロール、ヒドロキシエチルセルロース、ポリアクリル酸Na、ナイロン－12、[+/-]酸化亜鉛、酸
化チタン、タルク、酸化鉄、水酸化Al

〈 ベースメイク 〉

オイルフリーファンデーション マリンカラー

キメや色ムラを整え、
素肌をワントーン明るくみせる。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

ローションによる保湿のあと、
マリンカラーにローションを適
量混ぜ、顔全体にのばしてパッ
ティングします。

そのあとコーティング
するために、少量の
ローションを顔全体に
パッティングします。

【しっかりカバーしたい時】
ローションによる保湿のあと、マリンカ
ラーを薄めずそのまま顔全体にのばし、少
量のローションでコーティングします。

このような方におすすめ

鉱物油を使用したファンデーションが一般的な中、肌の自己回復力を妨げないファンデーションを求めて開発したのが、
古くから美容効果を期待されている米ぬかを主成分としたこの『マリンカラー』です。肌の色ムラやシミ・くすみを自然に
カバーし、通気性に優れた軽いつけ心地が特徴です。ローションの水メイクだけでは物足りない方にご用意しました。

●米ぬか※とカンゾウ根エキス※の働きにより、カバーしながら美肌へと整えます。　※保湿成分

● みずみずしいなめらかな感触、通気性にも優れ、サラッとしたつけ心地。使用感にこだわったノンオイルのファンデーション
です。

●シミやくすみをやさしくカバーし、キメや色ムラを整え、日焼けを防ぎます。

●リキッドタイプなので、肌なじみも良くナチュラルな仕上がりに。また、化粧崩れしにくく、化粧直しが簡単です。

●より高い保湿力を求める方は、ミューフルのローションと混ぜてご使用いただけます。

□ 肌をワントーン明るく整えたい方  　□ シミやくすみをカバーしたい方 

□ つややかな肌に仕上げたい方

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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販売名：ミューフルローションⅡ 

サイズ：300mL

水､BG､グリセリン､海水(海洋深層水)､豆乳発酵液､ウコン根エキス､アラビアゴム､ヒアルロン酸Ｎａ､ダイズ種子エキス､水溶性コラーゲン､紅藻エキ
ス､褐藻エキス､緑藻エキス､サッカロミセスセレビシアエエキス､キサンタンガム､アルギン酸Na､ポリアクリル酸Na､フェノキシエタノール､クエン酸、
ナツメヤシ果実エキス、アンズ果実エキス、ザクロ果実エキス、イチジク果実エキス、リンゴ果実エキス、ブドウ果実エキス

〈 ローション 〉

ベーシックシリーズMB  MBローション

洗顔から保湿まで、簡単お手入れ。

〈全成分表示〉

スキンケア

やさしく、しっかりと洗い落とす。

石鹸（ペルシャの天然草）を泡立ててローションを少量加え、顔全体
にのばして洗い流します。 ※しっかりメイクの方は、ミューフルPNク
レンジングがさらに効果的です。

ローション小さじ1杯程度を手に取り、顔全体になじませ、肌の表面
を動かさないように、ゆっくりとマッサージします。ローションが肌
に浸透したら、濡れタオルでやさしく拭き取ります。

①少量を顔全体に塗り、軽くパッティングします。 
②メイクベースのときは、乾いてからメイクをします。
③日中乾燥が気になったら、メイクの上から少量を 押さえるようになじませます。

「メイク落とし」 何度も繰り返す「洗顔エステ」。「ローション洗顔」

「保湿・メイクベース」

〈使用方法〉

このような方におすすめ

忙しい女性たちの味方に、そしてさらに大切な家族の肌も守りたいとの思いから2001年に登場したオールインワンロー
ション。「これ１本でＯＫ」というキャッチフレーズが受け入れられ、ミューフルの永年のヒット商品としてご愛顧いただいてい
ます。2012年に発売された全成分天然由来の『ナチュラルシリーズ』が代表的なシリーズとなりましたが、根強いファンからの
リクエストもあり2015年にリニューアルして再登場しました。 ミューフルの初期の顔ともいえるベーシックシリーズです。

●どなたでも使えます・・・女性・男性・赤ちゃん・お年寄り

●肌質を選びません・・・敏感肌・乾燥肌・脂性肌・混合肌

●全身に使えます・・・髪・頭皮・顔・身体

□ 化粧下地として使用したい方  　□ シンプルケアでお手入れをしたい方 

□ 全身の保湿として使いたい方

セールスポイント

商品の誕生について
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販売名：ミューフルパックⅡ

サイズ：300mL

水、グリセリン、BG、海水(海洋深層水)、カラギーナン、アラビアゴム、ウコン根エキス、豆乳発酵液、サッカロミセスセレビシアエエキス、水溶性コラー
ゲン、マグワ根皮エキス、アルギン酸Na、グリチルリチン酸2K、アミノカプロン酸、ヒアルロン酸Na、ダイズ種子エキス、紅藻エキス、褐藻エキス、緑藻エ
キス、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Na、ナツメヤシ果実エキス、アンズ果実エキス、ザクロ果実エキス、イチジク果実エキス、リンゴ果実エ
キス、ブドウ果実エキス

〈 パック 〉

ベーシックシリーズMB  MBパック

肌のキメを整えツヤ・ハリを実感。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

ローションによる「洗顔」のあと、大さじ1杯程度を手に取り、やさしく
丁寧にのばしてパッティングします。 そのままおやすみになり翌朝洗
い流すか、20分程度おいて洗い流します。

スキンケア

このような方におすすめ

「これ１本でＯＫ」の『MBローション』の保湿力をサポートし、ハリと肌の明るさをサポートする成分を強化する目的で誕生し
ました。塗ったままおやすみいただけるパックは簡単なお手入れ方法が魅力で、翌朝の目覚めが楽しみになるアイテムです。
2012年に発売された全成分天然由来の『ナチュラルシリーズ』が代表的なシリーズとなりましたが、根強いファンからのリク
エストもあり2015年にリニューアルして再登場しました。 ミューフルの初期の顔ともいえるベーシックシリーズです。

●どなたでも使えます・・・女性・男性・赤ちゃん・お年寄り

●肌質を選びません・・・敏感肌・乾燥肌・脂性肌・混合肌

●全身に使えます・・・髪・頭皮・顔・身体

□ 肌に、ハリ感をもとめる方　  　□ シンプルケアでお手入れをしたい方 

□ 全身の保湿として使いたい方

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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特許第3663154号

〈 美顔器 〉

ミューフル美顔器

引き締めて、
弾むような上向きの肌へ。

〈使用方法〉

〈主な仕様〉

パックを顔全体に塗
ります。

次に美顔器のヘッドに
ローションで湿らせた
エコティッシュ（もしく
はコットン）をセットし
ます。

導電性パッドは気になる部分に貼る
だけ。奥の筋肉※まで動かし、脂肪燃
焼の活性化をサポートします。 
※深部筋

力をかけすぎないよ
うにゆっくり顔に当
てていきます。

毛髪やたるんだ
フェイスラインを
ケアするために
頭にも使えます。

電 　 源
電 　 池
重 　 量
付 属 品

出力端子
外形寸法

ＡＣアダプター（スイッチング方式）［AC-100V 50/60Hz　出力電圧：DC3V/0.3A］
1.5V（単三）×2個
約170g

ステレオモノジャック…1個
213（W）×55（H）×49（D）mm

4極パッド用ケーブル…1本／単極ケーブル…1本／携帯用ポーチ…1個／単三アルカリ電池（1.5Ｖ）…2個
新型美顔器粘着パッド…小4個、中4個、大4個／ピンホルダー…1個／ACアダプター…1個／ACアダプター接続ケーブル・・・1本

このような方におすすめ

美しい肌を目指すために、「自己回復力」を引き出すことと同時に、表情筋を鍛えることで生まれるイキイキとした輝きも
大切だとミューフルは考えています。そのために開発されたのがこのミューフル美顔器です。EMS※1機能によって、表情筋や
全身の筋肉を効率よく簡単に鍛えることができます。顔だけでなく、ボディの気になる部分に貼る導電性パッド付き。
自宅でもサロンのようなお手入れが実現するミューフルオリジナルの美顔器です。

● EMSによる美顔器で、顔に張り巡らされた表情筋を簡単に効率よく鍛え、ハリのある引き締まった肌に整えます。

●顔だけでなく、身体や頭皮など全身にも使用できる美顔器で、お手軽ホームエステが可能です。

セールスポイント

商品の誕生について

□ 自宅でエステサロンのようなお手入れを求める方

□ 全身のエイジングケア※2が気になる方

□ 肌をワントーン明るくしたい方

□ たるみが気になる方

※1  EMS=電気的筋肉刺激（Electrical Muscle Stimulation）

※2 年齢に応じたお手入れ
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〈 グッズ 〉

エステ・フェイスタオル

ふんわりやわらか、クセになるさわり心地。

〈使用方法〉

2枚セット  ※色はホワイト・ピンクの2種類

小さじ1杯程度の
ローションを手に取
り、顔全体になじま
せ、ゆっくりマッサー
ジします。

エステ・フェイスタオ
ルを濡らして絞って
から、手に巻きます。

ローションが肌に
しっかり浸透したら
（15分程度）、エステ
フェイスタオルでや
さしく拭き取ります。

「ローション洗顔」

このような方におすすめ

ミューフル独自の美容法である「ローション洗顔」のために開発された、拭き取り専用のタオルです。ローションの美容成分が
古い角質を浮かし、新しい角質へと導けるように、特殊な凹凸織で柔らかい肌触りに仕上げています。やさしく、ていねいに
いらない角質を取り除いてくれるオリジナルのタオルです。

●ローション洗顔専用のオリジナルタオル。細やかな凹凸の織が、肌の汚れや古い角質をやさしく取り除き、マッサージ効果を
もたらしてくれます。

□ 肌のザラつきが気になる方 　　　□ 透明感ある肌を目指したい方

□ ローション洗顔をする方

セールスポイント

商品の誕生について

スキンケア

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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100個入

〈 グッズ 〉

エコティッシュ

何役もこなす、優れもの。

〈使用方法〉

「エステ・フェイスタオ
ル」と同様に、ローショ
ン洗顔の拭き取りにも
お使いいただけます。

20～30ccの水を加えると膨らみ始め、約220×250mmのウェットティッシュになります。
水を吸収して膨らんだら広げ、余分な水分は絞ります。

アイマスクとして使用する前に顔にROSE 
EXをスプレーすると、ローズの香りでさら
に心もほどけ、ほっと一息。

いつも清潔にして肌トラブルから守るため
に、赤ちゃんのお尻拭きや毎日の必需品
ガーゼタオルの代わりに。また高齢者のケ
アにも最適。

エクストラエッセンスPNをたっぷり浸して
気になる部分にのせ、上からパックを塗り、
よくたたき込み、そのまま就寝。朝洗い流す
と、ツヤ・ハリ・透明感のある肌を実感。

集中ケアマスクの代わりに。湯水に浸してホットアイマスクに。 赤ちゃんのお尻拭きに。

ローション洗顔をはじめ、あらゆるシーンで使用できます。

このような方におすすめ

「エステ・フェイスタオルを、いつでもどこでも使えて手軽に持ち運びたい」、というお客さまの声から生まれました。携帯に
も便利なサイズで水に濡らせばすぐに使えるウェットティッシュに変化するので、外出先でも衛生的にローション洗顔に
ご使用いただけます。乾燥した状態で保管できるので、ウェットティッシュと違い防腐剤不使用で安心してお使いいただけ
るのも、ミューフルのこだわりです。

●コンパクトなので携帯に便利。外出先の「ローション洗顔」に最適です。

●美容液を含ませたフェイスマスクとしてもおすすめです。

●ソフトな手触りなのにとっても丈夫。「ローション洗顔」をはじめ、あらゆるシーンでお使いいただけます。

□ 肌のザラつきが気になる方　　　　　　　□ アウトドアや旅行が好きな方

□ 外出時にもローション洗顔をする方 

セールスポイント

商品の誕生について
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販売名：サブナ シャンプーEX サイズ：380ｍL／50mL

ダマスクバラ花水、水、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、ココアンホ酢酸Na、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、アラビアゴム、グアーガ
ム、チューベロースエキス、ダイズエキス、トレハロース、カンゾウ根エキス、キュウリ果実エキス、アロエエキス、アンマロク果実エキス、キサンタンガム、ヘ
ンナ葉エキス、ウコンエキス、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルアスパラギン酸Na、コカミドMEA、ローカストビーンヒドロキシプロピルトリモニウ
ムクロリド、ポリクオタニウム-７、エチドロン酸2Na

〈 シャンプー 〉

サブナEX ダブルローズ

弱酸性のボタニカル“セルフエステ”シャンプー

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

髪をぬらし適量を手にとり、軽く泡
立てて髪全体になじませます。
地肌から毛先までマッサージする
ように洗い、よくすすぎます。

このような方におすすめ

「自己回復力」を大切にするミューフルの「ノンオイル・ノンアルコール・ノンケミカル・弱酸性のコンセプトに限りなく近いヘ
アケア製品が欲しい」というリクエストに応えました。 一日の疲れを癒すバスタイムを、さらに開放的な気持ちにさせてくれ
ます。心と身体が優しさに包まれるようにとの想いを込めて誕生しました。 ボタニカル（植物由来成分）を贅沢に配合し、髪
と地肌をいたわるスキンケア発想のシャンプーです。 「サブナEXダブルローズ」だけでトリートメントをしたかのような仕上
がりとダブルローズの華やかな香りは、エステに通ったような満足感を与え、ミューフルの「セルフエステ」のコンセプトも反
映しています。

●「自己回復力」に着目し、ローズ、アムラなど植物由来のボタニカルエキスを配合。弱酸性で洗い上げ、頭皮環境を整えて
ハリ・コシのある美髪へとサポートします。

● 保湿成分として、ヘナ葉エキスも配合。シャンプーだけでトリートメントをしたかのようなコシやツヤを与え、しなやかな
髪に。（ヘナによって髪に色がつくことはありません）

●ペルシャ※産ダマスクローズとチューベローズの優雅で華やかなアロマで、心も身体も満たされるようなバスタイムを。

□ 地肌ケアをしたい方 　　      □ 髪にボリュームがほしい方 

□ 髪のダメージが気になる方

セールスポイント

商品の誕生について

ヘアケア

※ 現イラン

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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サイズ：360mL

水、ココイル加水分解コラーゲンＫ、ラウラミドプロピルアミンオキシド、PCAイソステアリン酸PEG－40水添ヒマシ油、ココイルグルタミン酸TEA、ジス
テアリン酸グリコール、PCAイソステアリン酸グリセレス－25、PEG－12ジメチコン、ヒトオリゴペプチド－5、アンマロク果実エキス、セラミド2、アカヤジ
オウ根エキス、ヒオウギエキス、フユボダイジュ花エキス、ボタンエキス、オウゴンエキス、ダイズ種子エキス、チョウジエキス、ポリクオタニウム－10、ポリ
クオタニウム－22、グリセリン、BG、ジオレイン酸PEG－120メチルグルコース、ポリアミノプロピルビグアニド、ミリスチン酸ポリグリセリル－10、クエン
酸、DPG、ラベンダー油、トコフェロール、コレステロール、マンニトール、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

〈 シャンプー 〉

ヘアソープ

あきらめたくない人のシャンプー。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

髪をぬらし適量を手に取り、
軽く泡立てて髪全体になじま
せます。地肌から毛先まで
マッサージするように洗い、
よくすすぎます。

日本EGF協会認定のFGF-7（ヒトオリゴペプチド-5）※1を使用。

このような方におすすめ

髪の先まで輝く美しさを目指すミューフルのヘアケアシリーズです。「髪が淋しくなってきた」という髪のお悩みを応援する
ために誕生しました。若々しい頭皮環境をサポートするために、頭皮や毛髪のエイジングケア※2の味方 FGF-7※1に、さら
に天然由来成分を配合。また、洗浄成分そのものがマリンコラーゲン※3からできている、スキンケア発想のシャンプーです。
※2 年齢に応じたお手入れ　　※3 保湿成分

● 洗浄成分自体がマリンコラーゲン※3からできている、髪と頭皮にやさしい弱酸性のシャンプーです。地球にやさしい高生分解
性商品で、水にかえる主成分を使用しています。

●人工香料、着色料、シリコン 不使用。

● FGF-7※1に、さらに天然由来成分を配合。ただ髪を洗うだけでなく、頭皮から若々しさをサポートするヘアケアアイテムです。 

●頭皮からエイジングケア※2をすることで、顔全体も引き締まった印象に。毎日の洗髪で若々しい髪づくりを。 

●『FGF-7配合 ヘアサプリ』と一緒にお使いいただくことをおすすめします。

□ 髪のボリュームが気になる方 

□ 頭皮や髪の衰えが気になる方

セールスポイント

商品の誕生について

ヘアケア

※1 FGF=線維芽細胞成長因子（Fibroblase Growth Factor）

FGFとは
線維芽細胞に働きかけるタンパク質。FGFには23種類あ
り、その中でFGF-７は毛髪を産生する毛母細胞に作用し
て、毛髪の成長に働きかけます。別名KGF(角質細胞増殖
因子)とも呼ばれ、角層を元気にして頭皮を健やかに保
ち、毛根に刺激を与えて発毛を促す効果が期待できます。
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サイズ：360g

水、ミリスチン酸イソプロピル、ベヘントリモニウムクロリド、ミネラルオイル、ステアルトリモニウムクロリド、ステアリルアルコール、アボカド油、サフ
ラワー油、イソプロパノール、セタノール、アモジメチコン、ヒトオリゴペプチド－5、アンマロク果実エキス、加水分解ケラチン、ベタイン、ホホバ油、アカ
ヤジオウ根エキス、ヒオウギエキス、フユボダイジュ花エキス、ボタンエキス、ダイズ種子エキス、オウゴンエキス、チョウジエキス、ステアロキシプロピ
ルトリモニウムクロリド、ジメチコン、BG、水添ポリイソブテン、ラベンダー油、マンニトール、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

〈 トリートメント 〉

ヘアサプリ

あきらめたくない人のトリートメント。

〈使用方法〉

〈全成分表示〉

ミューフルヘアソープで汚れを
落とした後、適量を頭皮と髪全
体になじませます。しばらくお
いた後、よくすすぎます。

日本EGF協会認定のFGF-7（ヒトオリゴペプチド-5）※1を使用。

このような方におすすめ

「髪が淋しくなってきた」というお悩みを応援するためにスキンケア発想のトリートメントが生まれました。FGF-7※1に加
え、天然由来成分を配合した美容成分が傷んだ髪にハリ・コシ・ツヤを与えて、すこやかな頭皮へとサポートします。サプ
リというネーミングには、髪や頭皮に対して栄養とうるおいを「サプリ＝供給している」という強い想いが込められています。

●頭皮や毛髪のエイジングケア※2の味方であるFGF-7※1に、さらに天然由来成分を配合。頭皮から若々しさをサポートする
ヘアケアアイテムです。 

● 頭皮からエイジングケア※2をすることで、顔全体も引き締まった印象に。 

● 毎日の洗髪で若々しい髪づくりを。

●『FGF-7配合 ヘアソープ』と一緒にお使いいただくことをおすすめします。
　　※2 年齢に応じたお手入れ

□ 髪のボリュームが気になる方  □ 頭皮や髪の衰えが気になる方 

□ 髪のダメージが気になる方

セールスポイント

商品の誕生について

ヘアケア

※1 FGF=線維芽細胞成長因子（Fibroblase Growth Factor）

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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インナーケア

名　称：植物エキス含有加工食品

サイズ：120g（1粒300mg×400粒）／36g（1粒300mg×120粒）

アムラエキス、クルクマロンガエキス、日本茶葉エキス、ミルクシッスル種子エキス、大豆レシチン（大豆由来）、ザクロ種子エキス、セサミエキス、ジン
ジャーエキス、大豆イソフラボン（大豆由来）、コロハ種子エキス、ヒソップの葉と茎のエキス、小麦フスマ（小麦由来）、結晶セルロース、アラビアガム、
ショ糖エステル、シェラック

〈 サプリメント 〉

ワカワカ

若々しさをサポートするサプリメント。

〈お召し上がり方〉

〈原材料名〉

〈栄養成分表示〉

個人差はありますが、1日に4粒を
目安に、水と一緒に噛まずにお召
し上がりください。継続的にお飲み
になることをおすすめします。

栄養成分表示（1粒0.3ｇ当たり）

エネルギー

たんぱく質

脂　　質

1.143kcal

0.013g

0.009g

炭水化物

ナトリウム

0.251g

0.549mg

このような方におすすめ

美しさを意識する誰もが願う、若々しさ。そんな人々の想いに応えるため、研究を重ねミューフルが生み出したのが、この
『ワカワカ』です。若々しさをサポートするサプリメントが多くある中、ミューフル製の特徴は、古代ペルシャやインドの伝承文献
の精神を参考に、天然素材にこだわっていることです。選ばれた12種類の天然ハーブがすみずみに働きかけ、身体のエイジングケ
ア※をサポートします。「真の美しさは健康であってこそ」と提唱するミューフルの代表的なインナーケア商品です。
※年齢に応じたケア

● 12種類の天然素材のハーブを配合したサプリメントで、身体の内側からサポート。

● いつまでも輝く美しさとエイジングケアのために必要な成分を絶妙なバランスで配合。

□ 毎日元気に若々しくありたい方

□ エイジングケア※を意識している

□ 酸化や糖化が気になる方

□ 疲れやすいと感じ始めた方

セールスポイント

商品の誕生について
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名　称：植物エキス含有加工食品

サイズ：45g(1粒250mg×180粒)

クルクマロンガエキス、大豆レシチン（大豆由来）、アムラエキス、小麦フスマ（小麦由来）、コロハ種子エキス、ミルクカルシウム（乳由来）、マリーゴールド
エキス、椎茸エキス、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック

〈 サプリメント 〉

クルクミン99＆ルテイン

クリアで活力のある毎日を応援するサプリメント。

〈お召し上がり方〉

〈原材料名〉

〈栄養成分表示〉

個人差はありますが、1日に6～
9粒を目安に、水と一緒に噛ま
ずにお召し上がりください。

栄養成分表示（1粒0.25g当たり）

1kcal

0.003g

0.009g

炭水化物

ナトリウム

ルテイン

0.212g

0.407mg

1.729mg

エネルギー

たんぱく質

脂　　質

インナーケア

このような方におすすめ

身体の内側から輝く健康的な美しさを目指すには、まず身体の代謝やデトックス（解毒）に注目するべきだと、ミューフルは考え
ています。そこで研究し開発されたのが、このクルクミン配合のサプリメントです。クルクミンの原料にもこだわり、秋ウコン
から抽出。健康的な方が放つ目の輝きも意識し、マリーゴールドから抽出したルテインも配合しています。

● 数あるウコンの種類の中から秋ウコンをセレクト。

● 秋ウコンからクルクミンを、マリーゴールドからルテインを抽出。

● 視界の健康にアプローチして、クリアで明るい毎日を応援します。

● クルクミンが99％という純度で含まれるウコンエキスを使用。

□ 健康的に美しい肌づくりを目指したい方 
□ パソコンや読書の機会が多い方、デスクワークなどで忙しい方

□ 飲酒、喫煙の習慣がある方
□ くすみが気になる方

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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植物抽出混合エキス末（乾燥アムラフルーツ、乾燥プルーン、乾燥甘草、 乾燥フェネルシード、乾燥アロエベラ、乾燥ローズ、乾燥イチジク、乾燥ジン
ジャー、 乾燥カルダモンシード、コーンスターチ）乳糖、アラビアガム、結晶セルロース、ショ 糖エステル（原料の一部に乳を含む）

名　称：植物エキス含有加工食品

サイズ：12g(1粒400mg×30粒)

〈 サプリメント 〉

ベルスヴェルト

すっきりとした朝をサポートするサプリメント。

〈お召し上がり方〉

〈原材料名〉

〈栄養成分表示〉

個人差はありますが、1日に1～
2粒を目安に、水と一緒に噛ま
ずにお召し上がりください。

栄養成分表示（1粒0.4g当たり）

エネルギー

たんぱく質

脂　　質

2kcal

0.012g

0.023g

炭水化物

ナトリウム

0.316g

1.98mg

インナーケア

このような方におすすめ

便秘は美容の大敵と言われています。しかし、老廃物を出す前に考えなければならない大事なことがあります。それは老廃物の
通り道を綺麗にすることです。そのためには、ビタミンCの摂取が重要です。そこで着目したのがオレンジの約20倍もの
ビタミンＣがあると言われるアムラフルーツ。他にもインドの伝承文献に基づいて選ばれたフルーツとハーブエキスを配合し、
ある意味“腸のクレンジング”的な役割が期待できます。

● 古代ペルシャやインドの時代から健康に重視されているアムラフルーツをメインに、各種植物エキスを組み合わせて抽出。

● ビタミンCとポリフェノール、ペクチンと呼ばれる食物繊維を多く含有するアムラ。美しさをサポートする、強く頼れる果実です。

● 効率よくビタミンCを摂取して、いつまでも美と健康を保ちたい方に。

● 「さわやかな毎朝を迎えたい」その思いから生まれたサプリメントです。

□ すっきりとした朝を迎えたい方 

□ 一日を快適に過ごしたいと願う方

□ 便の状態が気になる方

□ 顔から余分な皮脂が出る方

セールスポイント

商品の誕生について
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名　称：ザクロエキス

サイズ：200ml／200ml×3本セット

ザクロ果実、アムラフルーツエキス末、カンゾウエキス末

〈 ビューティードリンク 〉

ミューフルザクロ

女性らしさにエールを送るザクロエキス。

〈お召し上がり方〉

〈原材料名〉

〈栄養成分表示〉

よく振ってから1日50ccの原液を目安に、水や豆乳などお好み
に合わせて10倍から20倍に希釈してお召し上がりください。 栄養成分表示（100ml当たり）

エネルギー

たんぱく質

脂　　質

350kcal

1.3g

0.5g

炭水化物

ナトリウム

85.1g

20mg

味わい方はお好みに合わせて
豆乳や牛乳で割った「ザクロオーレ」、炭酸水で割ればスッキリさわやか
「ザクロサワー」、お湯で割りハチミツを加えると喉にも優しい「ホットザク
ロ」。ビールで割ると黒ビールのような深い味わいとフルーティーさを持ち
合わせた「ザクロビール」など、お召し上がり方のバリエーションも豊富。

※製品中の細かな褐色の粒は、果実由来の自然のものです。
　それらが沈殿する場合もありますが、品質には問題ありません。
※保存料、着色料、香料は一切使用しておりません。
※開栓後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くお召し上がりください。

インナーケア

このような方におすすめ

美容を語るうえで、注目されてきた女性ホルモン。古くから「女性のための果実」と呼ばれているザクロには、女性を応援する
うれしい成分が含まれています。ザクロの発祥地であるペルシャ※に独自のルートをもつミューフルならではの「ザクロドリンク
を届けたい」という想いから生まれました。ザクロの良さは果肉に含まれる種子にあり、その中にエストロゲンに似た化学構造
式を持つ植物性ホルモンが含まれています。『ミューフルザクロ』の特徴は、その種子も抽出して濃縮エキスにしていること。ま
た、種子成分豊かな品種を選別するところまでこだわっています。　※現イラン

● ザクロは6000年前から美容食、あるいは健康食として重宝されている果物です。
● ザクロ果実の最大の魅力は果肉の中の種子成分。ザクロの中でも特に種子成分豊かな品種を選別し濃縮エキスにしてい
ます。

● ペルシャ※産ザクロは、寒暖の差が大きい“砂漠と高原の国イラン”の厳しい自然環境のなかで鍛えられて生育。
● ペルシャ※はザクロ発祥の地・・・ペルシャ※産ザクロは6000年の伝統を受け継いだ誇れる果実として、ミューフルを代表
する成分のひとつです。

□ 果汁だけのザクロジュースではもの足りない方 

□ 女性らしさを求める方

□ ストレスを感じることが多い方 

□ むくみが気になる方

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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名　称：植物性発酵飲料（清涼飲料水）

サイズ：500ml

大根、キャベツ、ニンジン、トマト、きゅうり、じゃがいも、さつまいも、パイナップル、里芋、かぼちゃ、レンコン、ごぼう、昆布、レモン、りんご、やまいも、生
姜、パパイヤ、すいか、あんず、いちじく、キダチアロエ、スギナ、ヨモギ、菜の花、あけび、カリン、ぐみ、キウイフルーツ、梅、びわ、きんかん、しいたけ、まくわ
うり、とうがん、せり、みつば、もやし、クマザサ、柿の葉、シソ葉、米、大豆、小豆、ハトムギ、栗、キビ、松葉、杉葉、桧葉、松樹液、杉樹液、桧樹液

〈 ビューティードリンク 〉

KOUSO

野菜や果物のエキスを抽出した
植物性醗酵飲料。

〈お召し上がり方〉

〈原材料名〉

〈栄養成分表示〉

毎日飲用する場合(1日1～2回)は 1日40ml(原液)を目安
に、原液のまま、もしくは水などで割ってお飲みください。 
※熱湯や牛乳、添加物が入ったジュースに混ぜて飲むのはお避けください。

おいしい飲み方 「KOUSOサワー」

炭酸水で割っていただくと、スッキ
リした甘さの植物とフルーツの栄
養たっぷりのKOUSOサワーがで
きあがり。よく冷やして氷を浮かべ
てお召し上がりください。

栄養成分表示（100ml当たり）

エネルギー

たんぱく質

脂　　質

230kcal

0.25g

0g

炭水化物

ナトリウム

56g

23mg

インナーケア

このような方におすすめ

人間が生きるうえで欠かせない大事な酵素。しかし、酵素は体の中で作られる量には限界があり、加齢とともに減少するの
で、体外から食物酵素を摂取していくしかありません。健康だけでなく美容にも注目されている酵素ですが、ミューフルな
らではの「自然の恵み豊かな酵素を」との声で誕生しました。野菜や果物、海草、穀物、樹液のエキスを自然抽出し、飲みやす
さにもこだわりました。身体づくりにはもちろん、ダイエットを目指す女性たちの栄養補給にもなるので、今やミューフルの
インナーケアの人気商品のひとつです。

● 野菜･果物･海草･穀物･樹液のエキスを自然抽出した、ビタミン･ミネラル･アミノ酸等の栄養素が含まれた植物性発酵飲料。

● 健康を維持したい方、そしてこれから健康づくりをしたい方の栄養補給として。

● ダイエットを目指す方の栄養補給に。

● 元気の源をサポートするひとつとして。

● 防腐剤や着色料、香料などの添加物は一切不使用。

□ 栄養バランスを気にしている方

□ 食生活が乱れがちな方

□ 代謝を上げたい方

□ 疲れを感じやすくなった方

セールスポイント

商品の誕生について
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名　称：ハーブ & フルーツティー

サイズ：68g

ハイビスカス、ローズヒップ、オレンジピール、干し葡萄、 パイナップル、マンゴー、パパイヤ

〈 ビューティードリンク 〉

ハーブ & フルーツティー

7種のハーブとフルーツで
美しさをサポートするビタミンティー。

〈お召し上がり方〉

〈原材料名〉

美味しく味わうために（一人分）

インナーケア

このような方におすすめ

主なるハイビスカスには、人の手が全くかかっていない過酷な自然条件の中で生き延びた最高品質の自生のものと、計算し
つくされた環境（水質・栄養・空気・温度など）で栽培されたものが調合されています。さらに、厳選された数種類の植物と
果物がミックスされ、ビタミン C 豊富な美と健康に配慮したティーが誕生しました。また、独自の製法により漂ううっとり
するような甘い香りは、心身ともに満足感を与えてくれます。 

● ハイビスカス、ローズヒップ、パイナップル、マンゴー、パパイヤ、オレンジピール、干し葡萄…選び抜かれた自然の植物と果物
をミックスしたハーブ＆フルーツティー。

● 健康に嬉しいのは、1種類の植物性ビタミンより、ブレンドされた数種類の植物性ビタミン。
● ビタミンの酸味が利いたフレッシュな味わい。
● お腹のすいたときにフルーツアロマのようなあまい香りのティーを。
● クレオパトラはハイビスカスをティーにして愛飲していたとか…ハイビスカスの魅力を伝えるひとつの物語。

□ 手軽にビタミン補給をしたい方　　□ カフェインを控えている方

セールスポイント

商品の誕生について

本テキストの著作権・所有権は全て株式会社美幸コーポレーションに帰属します。一般社団法人アジアセルフエステ協会の許可なしにコピー・データファイル化・複製・転載・第三者への提示・貸与・配布を禁止します。複製・転載の禁止　
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1 2 3

4 5

ティーポットにハー
ブ&フルーツティー
を大さじ約2杯入れ
て、沸騰したお湯
200cc（カップ1杯）
を注ぎます。

蓋をして20分蒸らし
ます。蒸らし時間に
ティーウォーマーや
ホットプレートなど
で保温するとより一
層美味しくキレイな
色で抽出できます。

保温している間に
フルーツの旨みが
引き出され、甘い
香りがお部屋を包
み込んでくれます。

出来上がったティー
にお好みで砂糖、ま
たはハチミツを入れ
てお召し上がりくだ
さい。

さらに、ティーポットに残ったドライ
フルーツを、ケーキやピザなどのお
菓子作りの食材にも使えます。砂糖
や蜂蜜を加えればそのままデザート
として美味しく召し上がれます。

Honey Sugar




