


 

昨今、話題になっている「再生医療」を一言で表現すると、数多くの病気

を治しうる薬成分の源は、「私たち自身の体内にある」という事です。 

 

人体内成分を皮膚科の専門医が鋭意研究し、母胎内の羊水に包まれた胎児

の健康な皮膚を創造し、皆様に提供することがnicekibunシリーズの使命

です。 

nicekibun シリーズの化粧品について  

宇宙の孤独と荒れた大地に 



nicekibunシリーズは、皮膚生理学に基づく処方で製品化された 

化粧料化粧品です。病院にて疲労回復や二日酔いなどに処方、  

投薬されるブドウ糖液のように、万人に共通して有効な成分から

作られています。                           

人体の血液成分が万人に共通であるように、皮膚の成分や構造、 

再生サイクルも万人に共通です。 

 

nicekibunシリーズは、皆様の皮膚の自然治癒力を高める化粧料

化粧品であるため、一般の化粧品とは異なります。        

多くの方々が、まず使用感やつけ心地を優先します。     

しかし、それは皮膚に足りない成分を上から足して、皮膚表面に

つけているだけに過ぎず、その下の皮膚そのものの状態は改善さ

れていないことが多いのです。そのため、塗ることをやめてしま

うと物足りなさを感じてしまうのです。 

 

nicekibunシリーズは、最初の３ヵ月間は使用感にこだわらず、 

使い続けてください。皮膚の生まれ変わる周期は１ヵ月ですが、 

これを３回程繰り返すことによって、皆様の皮膚を自らの力で 

より健康に維持し、傷ついて病んでいる皮膚を少しでも早く正常

に戻すという自然治癒力が高まり、皆様の皮膚をより健康でトラ

ブルのない領域へと導いてくれます。 

nicekibunシリーズをご使用される皆さんへ 
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人型ヒアルロン酸 homage（オマージュ） 

オマージュは特に肌荒れのある部分から速やかに浸透

し、皮膚修復の骨組みや基礎部分を築きます。     

さらに「人型ヒアルロン酸」を配合していますので、

現行のオマージュに比べて、より羊水に近く、保湿力

と皮膚再生能力がアップしています。 

◆現行のオマージュで物足りない方や乾燥しやすい                   

季節にオススメです。  

〔使 用 量〕  500円硬貨大                                         

〔使用方法〕 洗顔後手のひらにとり、こすらないよう優しくなじませて            

           ください。保湿が足りない場合は重ねづけしてください。       

〔保存方法〕 開封後は要冷蔵。 

100ml ￥3,240 

homage（オマージュ） 

低分子アミノ酸と機能性糖類が主成分の機能性化粧水

です。分子量が小さいため皮膚に浸透しやすく、その

浸透圧により皮膚の内外から作用し、健康な皮膚を維

持します。                    

オマージュは特に肌荒れのある部分から速やかに浸透

し、皮膚修復の骨組みや基礎部分を築きます。 

◆乾燥肌からオイリー肌など老若男女全ての人にオス

スメです。  

〔使 用 量〕  500円硬貨大                                         

〔使用方法〕 洗顔後手のひらにとり、こすらないよう優しくなじませて    

     ください。保湿が足りない場合は重ねづけしてください。       

〔保存方法〕 開封後は要冷蔵。 

100ml ￥3,780 
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Jullé（ジュレ） 

機能性糖類とアミノ酸が皮膚細胞の再生を活性化し、

生体成分に近い電解質が、傷ついた細胞電位の差を 

利用して皮膚細胞間の再生伝達を促進します。        

細胞間の伝達が潤滑油の様に促進される事によって、

皮膚細胞自身の自己再生が速やかに行われます。  

◆乾燥肌や肌荒れ予防など老若男女全ての人にオスス

メです。  

50ml ￥3,240 
〔使 用 量〕  3～5Push                         

〔使用方法〕 オマージュ塗布後、こすらないよう優しくなじませて       

     ください。保湿が足りない場合は重ねづけしてください。 

〔保存方法〕 開封後は要冷蔵、または常温。 

 

 

酸化しない機能性脂質と機能性糖類が主成分です。 

皮膚表面を覆い、紫外線や乾燥・活性酸素の影響から

皮膚を保護します。               

高い保湿力と抗酸化力を持ち合わせているのが特徴 

です。さらに親水性と疎水性の両面を持っているため 

ベタつきません。 

オマージュ・ジュレと併用することでそれぞれの機能

を最大限に高めて、皮膚細胞の再生を促進します。                                   

顔だけでなく、リップまたは身体にもお使いいただけ

ます。  

◆オマージュやジュレとの併用がオススメです。  

〔使 用 量〕  適量                           

〔使用方法〕 ジュレ塗布後、こすらないよう              

       優しくなじませてください。                                        

〔保存方法〕   常温                                                           

※天然の蜜蝋を使用しているので、ごくまれに一部に蜜蝋や糖分の塊(ザラザラ)

が見られる事がありますが、使用には何ら問題はございません。気になる場合

は手のひらで温めてから、ご使用ください。 

honey（ハニー ） 

43ｇ ￥5,400 

               



150ｇ ￥2,160 

CK クレンジング  

オイリースキンの方の洗顔やメイク落としにご使用く

ださい。皮膚刺激や肌荒れを防ぎながら、余分な皮脂

やメイクをしっかり落とします。  

◆オイリースキンの方や石鹸で洗うとカサつきが気に

なる方には洗顔剤としてもオススメです。 
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〔使 用 量〕   さくらんぼ2個分                 

〔使用方法〕  手や顔をぬらさずにさくらんぼ2個分を

              手に取り、顔全体にやさしくなじませ 

              1分以内にぬるま湯でしっかりすすいで  

        ください。                                

〔保存方法〕 常温 

ウォッシングパウダー  

タンパク質の組成であるアミノ酸を主成分とした      

洗顔剤です。                  

機能性糖類を添加する事によって高い保湿力を維持

し、洗い過ぎによる肌荒れを防ぎます。      

贅沢なアミノ酸系洗浄剤で美容の維持や向上を最優先

に考慮しました。  

◆全ての肌質の方にオススメです。  

〔使 用 量〕  適量                                                   

〔保存方法〕 常温 70ｇ ￥2,700 
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クリアソープ  

石鹸成分の脱脂力による乾燥を抑えながら、スッキリ

とした洗い上がりと、洗浄後の保湿力を考慮した石鹸

です。 生クリームのようなキメの細かな泡がしっとり

と洗い上げます。                

洗顔はもちろんの事、頭髪や全身にご使用いただけ 

ます。 

◆全ての肌質の方にオススメです。  

  1個 100g   ￥640 

  2個セット  ￥1,080 
バージンソープ  

スペイン産のバージンオリーブオイルと脂肪酸を 

融合させた固形ソープです。スッキリとした洗い上

がりに加え、バージンオリーブオイルの天然保湿成

分が肌の乾燥を防ぎながら、ベールのように全身を

しっとり包みます。                   

洗顔はもちろんのこと、頭髪や全身にご使用いただ

けます。 

赤ちゃんからお年寄り、さらにはペットにも最適の

石鹸です。                  

ウォッシングパウダーと甲乙つけ難い石鹸ですが、

あえて固形にこだわりました。  

◆パウダーが使いにくいという方にオススメです。  

  1個 100g   ￥1,000 

  2個セット  ￥1,800 

純石鹸 

米ぬかより抽出した糖分が主成分の無香料、無添加石

鹸です。きちんと汚れを落としながら、皮膚の潤いを

守ります。                       

◆全身にご使用いいただけます。 

  1個 100g   ￥400 

  2個セット  ￥700 



⑤ 保護・促進 

ハニー 

抗紫外線、抗酸化    

皮膚成長ベール 
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➀ メイク落とし 

CKクレンジング 

➁ 洗 顔 

洗顔パウダー 

クリアソープ 純石鹸 バージンソープ 

CKクレンジング 

 ➂ 浸透・誘発  

ジュレ 

④ 自己再生促進 

皮膚成長濃縮ジュレ 

皮膚細胞発芽化粧水 

オマージュ 人型ヒアルロン酸  

オマージュ 
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Siluet（シルエット ） 

アミノ酸と機能性糖類をベースに天然の色素を添加  

しています。石油系色素を使用していないので、  

自然で健康的な色合いや表情を楽しめます。  

◆陶器のような仕上がりを創ります。メイクによる   

シミやクスミのある方にもオススメです。 

réfle（リフレ ） 

オマージュやジュレに含まれているアミノ酸や機能性

糖類をベースに、皮膚に負担の少ない紫外線散乱剤を

使用しています。クスミやシミの原因となる紫外線吸

収剤は含みません。               

SPF30／PA++ 

◆老若男女、四季を通してご使用ください。                

特に紫外線の強い時期にオススメです。  

50ｇ ￥3,240 〔使 用 量〕 小豆粒 2個分               

〔使用方法〕適量をこすらないように塗り伸ばします。              

〔保存方法〕常温 

〔使 用 量〕  適量                                                                                 

〔使用方法〕 石油系界面活性剤を使用していないので、      

             色素と美容液が分離しています。      

     瓶をやさしく上下に振り、沈殿している               

     パウダーをよく混ぜ合わせてから、適量を手に取り         

     素早く塗布してください。                                                                

〔保存方法〕常温 

30ml ￥2,160 



Selfie（セルフィ） 

石油系色素を使用してないので、唇の荒れや炎症、 

色素沈着を起こさない口紅です。              

天然の紅花色素があなた自身の唇の個性や魅力を引き

出します。  

◆市販の口紅による炎症や色素沈着の予防・回復に   

オススメです。    

〔保存方法〕常温 

3.5g ￥2,000 

HADAGI リップ  

ハチミツとミツロウからなるオーガニックなリップ 

です。天然のベールが唇を包み込む様に保護して、 

潤いを与えます。市販口紅の石油系色素による唇の 

炎症や色素沈着から唇を守ります。  

◆市販のリップで荒れたことのある方にも安心して、 

お使いいただけます。              

〔保存方法〕常温 

3.5ｇ ￥1,000 
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〔使 用 量〕  適量                   

〔使用方法〕 入浴後、バスタオルで身体の水滴をすべ

        て拭き取る前にやさしく塗り伸ばしてく

              ださい。                     

〔保存方法〕 常温 

HADAGI ジュレ  

機能性糖類とアミノ酸が主成分です。贅沢な天然の

ベールが全身の皮膚を内外から保湿・保護・修復  

します。  

◆老若男女問わずお使いいただけます。 

200g ￥3,240 

〔使 用 量〕  適量                                                   

〔保存方法〕 常温 

hahaha（ハハハ） 

赤穂の焼き塩を使用した自然志向の塩歯みがきです。  

高い殺菌力を持つ赤穂の焼き塩のはたらきで虫歯と 

歯垢を防ぎ、歯ぐきにたまった膿を出してキュッと 

引き締まった健康な歯ぐきをサポートします。     

さらにハッカ油をくわえて、お口の中にさわやかな 

清涼感をもたらします。 

100ｇ ￥800 
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〔使 用 量〕  適量                                                       

〔使用方法〕 まずは、お湯で皮脂やスタイリング剤を

        十分にすすぎます。適量を髪全体につけ

        てよく泡立て、指の腹でやさしく洗い、          

              その後よく洗い流してください。              

〔保存方法〕 常温 

500ml ￥2,700 

〔使 用 量〕  適量                                                       

〔使用方法〕 まずは、お湯で皮脂やスタイリング剤を

        十分にすすぎます。適量を髪全体につけ

        てよく泡立て、指の腹でやさしく洗い、          

              その後よく洗い流してください。              

〔保存方法〕 常温 

500ml ￥2,700 

SUMITOINC（スミトニックヒノキ） 

世界初!!ヒノキチオール入りの炭トニックシャンプー    

です。炭成分が臭いの元になる皮脂や汚れを吸着し、   

すっきりと洗い上げます。                              

◆フケ症や脂性の頭皮の方にオススメです。 

◆背中のニキビが気になる方はボディーソープとして   

もご使用いただけます。 

SUMITOINC（スミトニックメントール） 

世界初!!メントール入りの炭トニックシャンプーです。       

メントールが臭いを分解し、炭成分が臭いの元になる        

皮脂や汚れを吸着し、すっきりと洗い上げます。                              

◆フケ症や脂性の頭皮の方にオススメです。 

◆背中のニキビが気になる方はボディーソープとして        

もご使用いただけます。 
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LIVLA（リブラ） 

頭皮、頭髪成分に近いアミノ酸系のシャンプーです。

傷んだ髪や切れ毛を修復し、泡立ち泡切れがよく、 

爽やかなレモングラスの精油と共にとろける天使の髪

に仕上げます。  

◆ロングヘアやダメージヘアの方に最適です。     

また、ボディーソープとしてもご使用いただけます。 

〔使 用 量〕  適量                                                       

〔使用方法〕 まずは、お湯で皮脂やスタイリング剤を

             十分にすすぎます。適量を髪全体につけ 

             てよく泡立て、指の腹でやさしく洗い、       

             その後よく洗い流してください。              

〔保存方法〕 常温 

500ml ￥3,240 

cenote（セノーテ） 

カラーリングや紫外線などによるダメージを髪の外側

から内側までケアし、健康的な髪へと導きます。     

〔使 用 量〕   適量                                                       

〔使用方法〕  髪の水気を切り、トリートメントを髪の      

              中間から毛先に塗布してください。         

              数分間放置してから、丁寧に洗い流しま   

              す。                   

      オレンジ果皮油配合。                   

〔保存方法〕  常温   250ｇ ￥3,240 
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液体石けん 

精製された植物油脂100%の無添加液体石けんです。

天然素材と手作りにこだわり、工場ではなく伝統の釜

炊きで作っています。ABS・LAS・香料・着色剤高級

アルコール等は一切含まれておりません。              

生分解性に優れているのが特徴で、排水後の石鹸成分

は、約24時間で分解され、環境に負担を掛けません。 

◆衣類、食器から浴槽まで、幅広くお使いいただけま

す。 
1000ml ￥860 

〔使 用 量〕  適量                                                   

〔保存方法〕 常温 



≪ ア ク セ ス ≫      

ミルシェ自由が丘６階 

ロータリー 

  ㈱プライド 

自由が丘駅 正面口より徒歩30秒 



株式会社 プライド 
〒152-0035 東京都目⿊区自由が丘2-10-4 ミルシェ自由が丘６階  

電話 0３-6421-2023 FAX ・ フリーダイヤル 0120-97-8803 
Email: nicekibun@gmail.com  ショッピングサイト: http://www.wellbee.info/ 


