
MODERE
CATALOG
Volume 4  Issue 3

WWW.MODERE.CO.JP

MODERE LIVE CLEAN p.6

COLLAGEN SCIENCES  p.14 HEALTH & WELLNESS  p.22

PERSONAL CARE  p.62 HOUSEHOLD  p.100



MODERE 2021 CATALOG2

22

38

10
MODERE LIVE CLEAN　モデーア リブクリーン  ······················· 6

CRAFT　クラフト  ···········································································  8

QUALITY 10 / MSAB　クオリティ10／科学諮問委員会  ········· 10

NEW PRODUCTS　注目の新製品  ··········································· 12

COLLAGEN SCIENCES　コラーゲンサイエンス（健康食品）  ··· 14

HEALTH & WELLNESS　ヘルス＆ウェルネス（健康食品） ········22

 ジェネラルヘルス　毎日の健康をサポート ··········································· 26 

 アクシス　話題の腸活でサポート ························································· 31 

 ブレインフード　脳活をサポート ······················································· 38 

 ターゲットヘルス　お悩み別サポート ················································· 42 

 エイジングヘルス　エイジングケアをサポート······································· 46 

 ウェイトマネジメント　ダイエットをサポート ········································ 49 

 アクティブヘルス　スポーツ習慣をサポート ········································· 57

PERSONAL CARE　パーソナルケア（化粧品・シャンプー類） ······62 

 セルプルーフ  ·············································································  68 

 スキンケア  ·················································································· 74 

 ブライトニング  ············································································ 79 

 メイク ·························································································  83 

 サンケア  ····················································································· 85 

 ボディケア  ·················································································· 87 

 ヘアケア  ····················································································· 92 

 オーラルケア  ·············································································· 97

HOUSEHOLD　ハウスホールド（洗剤類） ·································· 100

 ランドリー （衣料用洗剤） ································································ 103 

 クリーン （住居用洗剤） ··································································  106

Live Clean COLLECTIONS 
リブクリーン コレクション ································································ 108

SHOPPING GUIDE　ショッピングガイド ·································· 115

6

CONTENTS

2021.03版



www.modere.co.jp 3

14

103

CONTENTS

毎日の暮らしを、クリーンに。 

生き方まで、美しく。

モデーアは、 

安全・安心、環境に配慮した 

製品をお届けします。

※製品本来の使用目的以外の用途・方法でのご使用はお避けください。

※背景の植物などの写真はイメージです。

※印刷の具合により、実際の色と多少異なる場合があります。

※製品 1粒の大きさは、原寸大ではありません。
※各製品の価格、品番、原材料や配合成分などは、変更される場合があります。

※一部製品は、現在庫をもって販売終了になる可能性があります。

※ 容器については出荷時期により、新デザインの容器に変更され、写真と異なる場合があります。

8%  10%  は消費税率です。
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モデーアジャパン合同会社

電話番号  03-5401-3100（代表）
モデーア  消費者相談ダイヤル

電話番号  0120-588-469
営業時間  9:00〜18:00 （土・日・祝日 休）営業時間  10:00〜18:00 （土・日・祝日 休）

お問い合わせ

グローバルネットワーク

モデーア グループ
（本部・モデーア エンタープライゼス）

アメリカ合衆国 ユタ州 スプリングビル

ワールドワイドオフィス

USA、日本、オーストラリア、ベルギー、
ニュージーランド、カナダ、インド

本社

〒105-0011  東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル

コラーゲンサイエンス、ヘルス＆ウェルネス、パーソナルケア、ハウスホールドなど 
ライフスタイル製品の企画・製造・輸入・販売

モデーアジャパン合同会社

COMPANY PROFILE

加盟団体

日本訪問販売協会（JDSA）、国際栄養食品協会（AIFN）、東京化粧品工業会、横浜輸入食品等衛
生協議会、在日米国商工会議所（ACCJ）、2015.12 JAPHICマーク取得、全国直販流通協会、日
本健康・栄養食品協会、日本成人病予防協会、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）
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MANAGEMENT  MESSAGE

未来の子どもたちのために、 
人と地球にやさしい「安全・安心」にこだわった製品を。

私たち、モデーアジャパン合同会社が創業当時から掲げるミッションは、「未来の子どもたちに残

せる地球を」。その実現のため、Live Clean “ 美しく生きる。”という行動方針のもと、「安全・安

心」にこだわった日用品を皆さまにお届けしています。

近年、特に2011年の東日本大震災をきっかけに、人々の価値観や生き方へのこだわりが変化し、

「安全・安心」への意識が高まりました。それは、人々の生活に関することにとどまらず、地球環

境を守るための「安全・安心」へと拡がりを見せています。

そんな時代の変遷の中で、私たちはアメリカ・ユタ州で創業したおよそ30年前から、からだの内

外の健康や地球環境に配慮し、「安全・安心」にこだわった製品づくりを続けています。中でも

私たちが大切にしているのが、「使わない成分」へのこだわり。製品に「何を入れるか」だけでな

く、「何を入れないか」を重視した製品づくりを追求しています。コラーゲンサイエンス、ヘルス＆

ウェルネス、パーソナルケア、ハウスホールドなど、毎日の生活の中で継続的に使う製品だからこ

そ、お客さまに安心してご使用いただけることを最優先に考えているのです。

安全性を最重要視する一方、製品の効果や使用感についても配慮しています。処方決定から製

造までの各段階でさまざまなテストを実施し、安全性とパフォーマンスを兼ね備えた納得のいく

製品ができるまで、十分な時間をかけて開発を行っています。

私たちは今、ソーシャルメディアを通して消費者から消費者への口コミで拡がる、新しいソーシャ

ルショッピングを展開し始めています。「安全・安心」にこだわった製品をひとりでも多くの方にお

届けし、未来の子どもたちが安心して暮らせる生活環境の実現に取り組む企業として、社会的責

任を果たしてまいります。

モデーアジャパン合同会社 社長

大井 盛夫
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それは、暮らしにポジティブな変化を生み出します。

毎日使う製品だから、安全でピュアなものを取り入れ、クリーンに生きる。

からだの外側がきれいになり、からだの内側もすっきりとして、心も元気になる。

私たちが住む世界をよりよい場所にするため、環境にも配慮する。

そんな変化を生み出すための、新しい考え方を始めませんか。
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美しくすこやかな未来のために 
安全・安心に配慮した革新的な製品を

　私たちは創業当初から、常に革新の道を選んできました。

　30年余り前、不要な成分を除き、確かな機能性を備えた初めてのリブクリーン製品であるシャ

ンプーを開発し、絶大な支持を得ました。製品に「何を入れるか」と同時に、「何を入れないか」

が重要であるという私たちの明確な方針は、この時に生まれたのです。

　さらにモデーアは、安全性に賛否ある成分の配合を極力避けるだけでなく、多彩な先端技術を

取り入れ、常にその先へ進むための努力をしています。

　科学・医学・栄養などの各分野からエキスパートを結集。世界各地から探し求めた自然由来

の優れた成分と先端科学を融合し、トップレベルの製品をつくり出しています。

　私は長年に渡り、栄養補助食品やスキンケア製品の開発・処方設計・製造に携わる中で、真

の成功は数字ではなく、人々の人生にポジティブな効果をもたらすことの大切さを学びました。　　

　だからこそモデーアは、製品の品質・安全性・機能性を常に向上させ、お客さまの信頼を得

ることに取り組み続けています。

　私たちの約束は、機能的かつ安全・安心に配慮したリブクリーン製品を、皆さまとご家族の毎

日にお届けすること。それは、未来の世代により美しくすこやかな地球を残すことを意味し、モ

デーアを選び、シェアしてくださる皆さまの自信につながります。そのために絶え間ない革新を続

けることこそが、モデーアの最重要課題なのです。

　私たちの価値観に共感・共有してくださる皆さまを誇りに思い、皆さまにモデーアの大きな違

いを感じていただけることを願っています。

モデーア最高経営責任者 / CEO

アスマ・イサク

MANAGEMENT  MESSAGE
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モデーアの製品づくりのコンセプトは、「クラフト」。

原材料の選定からデザイン、製造にいたるまで、 

一つひとつ丹念に手づくりするような 

気持ちで臨んでいます。

中でも私たちが大切にしているのが、 

「使わない成分」へのこだわり。

製品に「何を入れるか」だけでなく、 

「何を入れないか」も重要だと考えています。

だからこそ、少しでも安全性に賛否ある成分は、 

極力使用を避ける 

というスタンスをとっているのです。

「使わない成分」への 

こだわり

Inspired by nature. Delivered by science.

自然と科学を融合させた 

モデーア独自の「リブクリーン処方」

モデーアのすべての製品は、最新の研究データに基

づき、自然由来を主とする成分のパワーを引き出し

た「リブクリーン処方」。安全・安心はもちろん環境

にも配慮した製品が、からだも心もすっきり、クリー

ンな毎日を応援します。

Pure, reliable and high-performing

ピュアで信頼できる、機能的な製品を

毎日の生活に欠かせない製品だからこそ、モデーア

は「安全・安心」に何よりもこだわります。少しで

も安全性に賛否ある成分は極力使用しないよう、厳

格な自社基準と独自のリスト「モデーア成分ガイドラ

イン」を遵守。このリストは、専門家による第三者

機関の意見を取り入れながら、最新の研究に基づき

常に見直しています。

安全性を最重要視する一方、製品の効果や使用感

についても配慮しています。処方決定から製造まで

の各段階でさまざまなテストを実施し、安全性とパ

フォーマンスを兼ね備えた製品ができるまで、十分

な時間をかけて開発を行っています。

CRAFT

CRAFT
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Protection of the environment

未来の子どもたちに残せる地球を

「子どもの未来や環境を守りたい」というモデーアの思い

を表現しているのが、製品パッケージに表示されているア

イコンです。流行に左右されず、企業としてどうあるべきか

を考え、よりよい製品づくりに取り組んでいきます。

ノーアニマル

テスティング

サステナビリティ BPAフリー 生分解 グレイウォーター 

セーフ

＊ 生分解性、グレイウォーターセーフ処方の対象製品については、 
P102をご参照ください。

生分解されやすい処方

洗濯後の排水が自然な状態へ戻るための“生分解性”の高さを重

視。排水が環境に悪い影響を与えないよう、生分解されやすい原

料を選択して処方を組んでいます。

グレイウォーターの安全性

環境にやさしい処方でつくられたモデーア製品のグレイウォーター

（生活排水）は、植物の生育に悪い影響を与えないため、庭木の水

まきにも利用できる安全性が証明されています。

廃棄物削減

環境に及ぼす影響を低減するために、製品の容器や梱包に配慮

し、より環境にやさしい素材や方法を選択することに努めています。

香料へのこだわり

モデーアでは、香料の安全性も重視。EUのガイドラインや国際安

全規格への準拠はもちろん、溶媒として使用されることの多いフ

タル酸エステル、PEG（ポリエチレングリコール）などについても、

完全不使用が証明された香料のみを使用しています。

ノーアニマルテスティング

私たちは、動物を犠牲にしなくても、製品の安全性は確認できると

考えています。そのため独自の倫理基準に従い、動物実験に代わ

る代替試験を行っています。

サステナビリティ

モデーアでは、環境に与える負荷を可能な限り低減することと、自

然との共生につながる取り組みを大切にしています。自社工場で

は使用電力を風力発電でまかない、サステナビリティに関しても

全力で努めています。

BPAフリー

健康に対するリスクがあるといわれる化学物質、BPA（ビスフェ

ノールＡ）を含まないパッケージ素材を使っています。

CRAFT
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10
Q U A L I T Y

Our 10-step quality process makes every product perfect

World-class scientific support

「MSAB」が

製品開発をサポート

「クオリティ10」は、モデーアが安全性、透明性を最優先事項とし、 
信頼される高品質な製品をお届けすることをお約束する10の基準です。

10の基準が、モデーア製品の 
安全性と品質を支えています。

ク オ リ テ ィ 10

モデーアの製品づくりを科学的な側面からサポートする

のが、モデーア科学諮問委員会（MSAB）。さまざまな

分野の専門知識をもつ科学者のグループにより構成され、

原材料の選択や調達から品質管理、最終チェックまで、

安全性に配慮した製品づくりを支えています。
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製品に使用するのは 
品質を認めた成分のみ

1.	 栄養補助食品の原料は原産地を評価

2.			「モデーア成分ガイドライン」による	

	 原料の由来分析

3.	 安全性に賛否ある成分は極力使用を避ける

細部にまで注意を払った 
製品づくり

7.	 GMP（適正製造規範）を順守した製造工程

8.	 すべてのサプライヤーは、認定プロセスを経て認証

9.	 原料はアレルギー物質を分別して保管

10.	自然にやさしく、リサイクル可能な容器を使用

安全で革新的、 
機能性をそなえた製品の開発

4.　博士、トップレベルの専門家、	

	 処方設計者のチームが製品開発

5.	 製品の微生物学的試験を実施

6.	 厳格な安全基準に基づき、自然由来成分を選定

QUALITY 10 / MSAB

ジョン・グレーザー 医学博士

体型矯正、再建手術、皮膚の
健康に関する分野を専門とす
る形成外科医。

リサ・デローシモ 医学博士

米肥満医学界に所属し、肥満
の研究と治療を専門的に行う。

ジョン・ジャンノーネ 博士

獣医学の博士号をもち、
ニューポートアニマルホスピ
タルの創設者兼院長。

アラン・ジョーンズ 氏

栄養生化学の理学修士号を
修得、栄養補助食品業界にお
いて25年間のキャリアをもつ
処方開発者。

グレッグ・ホーン 氏

世界最大の栄養補助食品専
門店「GNC」の最高経営責任
者を務めた、パーソナルヘル
ス分野のスペシャリスト。

ケリー・オマリー・ 
マトーン 医学博士

健康・美容・フィットネス分野
のエキスパートとして活躍す
る美容外科医。
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What are MODERE
NEW PRODUCTS

人のからだと共生する 

微生物叢・マイクロバイオームと健康の関係に着目。

腸脳相関（BRAIN-GUT AXIS）にフォーカスしたトレバイオティックをはじめとする、
次世代型の腸活カテゴリー「アクシス」が誕生します。

植物のパワーを活かした3つのファイトブレンド製品とともに、トータルな健康と毎日の活力をサポート。

P34

健康スイッチ“マイクロバイオーム”に着目した 
次世代の腸活サプリ。

モデーア  アクシス  トレバイオティック
115g

8,836円（税込み）8%   	品番：17064JP
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※製品の大きさは原寸大ではありません。

トレバイオティックを支える、�

3つのファイトブレンド

腸脳相関（BRAIN-GUT AXIS）にフォーカスしたトレバイオティックをはじめとする、
次世代型の腸活カテゴリー「アクシス」が誕生します。

植物のパワーを活かした3つのファイトブレンド製品とともに、トータルな健康と毎日の活力をサポート。

モデーア  アクシス 
グリーンファイトブレンド 30包

4,492円（税込み）8%   	品番：16056JP

P35

モデーア  アクシス 
レッドファイトブレンド 112g

4,492円（税込み）8%   	品番：16060JP

P36

モデーア  アクシス 
ゴールドファイトブレンド 108g

4,492円（税込み）8%   	品番：16064JP

P36

プレバイオティクス

ガラクト
オリゴ糖

プロバイオティクス

3つの乳酸菌 
複合体

ポストバイオティクス

酵母発酵末

3つのバイオティクスを配合
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COLLAGEN SCIENCES
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いつまでも軽やかに、アクティブな毎日を送りた

い。ハリのある美しさで、いきいきと過ごしたい。

そんな方のために、独自のテクノロジーを駆使し

たコラーゲン製品のラインナップです。分子量に

着目したコラーゲンが体内により効率的に吸収

され、美しく健康的な未来を拓きます。

コラーゲンサイエンス

独自のテクノロジーが 拓く、 

美しくアクティブな未 来
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COLLAGEN SCIENCES

モデーアのリキッドバイオセルテクノロジーとは

What is MODERE
LIQUID BIOCELL TECHNOLOGY

最適サイズ※1を 
実現

理想的な 
バランス

ひとつの 
天然素材から 
抽出

安全性が 
認められた 
原料

3つの必須軟骨成分を、 
ひとつの天然原料から

リキッドバイオセルテクノロジーは、ひとつの天然原

料（鶏胸軟骨）から、人を含む哺乳類の軟骨成分とほ

ぼ同様に、純度の高い低分子コラーゲンペプチド、

ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸を得る独自のテク

ノロジーです。このテクノロジーにより生産された原

料を使用してコラーゲンドリンクを製造できるのは

モデーアだけです。

加齢とともに 
コラーゲンが減少すると？

関節や肌などに存在するコラーゲンとヒアルロン

酸ですが、加齢や過度な運動などによって減少す

ることがわかっています。特に、軟骨中のコラーゲ

ンが減少すると、関節のクッション機能が低下。不

快感の原因の1つになるといわれます。

不足しがちなコラーゲンを 
十分に摂るために

コラーゲンを多く含む鶏皮、手羽先、軟骨、すっぽ

んなどの食材は高カロリーで消化吸収がよくない

ため、普段の食事からコラーゲンを十分に補給す

るのは困難です。そこで注目したいのが、サプリメ

ント。分子構造が大きいコラーゲンは体内に吸収

されにくいので、酵素分解で分子量を小さくし、吸

収を高めた液体状コラーゲンペプチドがおすすめ

です。

ヒアルロン酸

90（歳）10 20 30 40 50 60 70 80

コラーゲン

■ヒアルロン酸とコラーゲンは年齢とともに減少



www.modere.co.jp 17

COLLAGEN SCIENCES

安全性を認められたコラーゲン原料

リキッドバイオセルは、米国FDAの基準である
GRAS(Generally Recognized As Safe)
に相当すると認められている安全な原料。また、世

界的な食品原料の展示会（サプライサイド・ウェスト

米国）で2015年最優秀賞を受賞しました。

人の軟骨成分とほぼ同じ 
理想的なバランス

リキッドバイオセルの組成比は、人を含む哺乳類の

軟骨成分とほぼ同じ。3つの必須軟骨成分（コラーゲ
ン、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸）が、理想的な

バランスで含まれています。

最適サイズ※1の分子量として採用

美容や健康サポートに役立つといわれながらも、分

子量が大きいため消化・吸収がしづらいとされてき

た軟骨成分。リキッドバイオセルテクノロジーは、軟

骨成分を1500～2500ダルトン※2という超低分子

にすることで、体内により効率的に吸収される最適

サイズ※1の「リキッドバイオセル」として採用しました。

リキッドバイオセルが体内に吸収されるイメージ

肌・関節

リキッドバイオセル

腸壁

※1　独自の研究による

※2　�加水分解していないコラーゲンは約30万ダルトンのところ、1500から2500

ダルトンと超低分子です。

リキッドバイオセルは、液体（Liquid）用のコラーゲン原料で、

「生命（Bio）の源（Cell）」の意味をこめて名づけられました。
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しなやかでスムーズなからだの動きをサポートするリキッドバイオセルピュアと、ハリのある

美しさを維持するリキッドバイオセルスキン。さらに、運動のパフォーマンスとからだづくり

をサポートするリキッドバイオセルアクションが登場。複数の米国特許で守られている、革新

的なテクノロジーを駆使したコラーゲンドリンクで、アクティブな毎日、ハリのある美しさへ。

アクティブな毎日、ハリのある美しさを 
サポートする3つのコラーゲンドリンク

FPO

特長成分

•  独自のリキッドバイオセル（コラーゲン、ヒアルロン酸、
コンドロイチン硫酸）

•  果実から抽出した豊富なファイトニュートリエント
濃縮リンゴ果汁、濃縮ブドウ果汁、濃縮ザクロ果汁、アムラ

果実末、アサイベリーエキス、沙棘エキス、イチゴ果汁、マン

ゴスチンエキス、アセロラフルーツパウダー、グレープシー

ドエキス、クランベリー粉末など

•  美容に不可欠な、米セラミド、VC、ビオチン

こんな方におすすめ

・ハリのある美しさを保ちたい

・若々しい印象を保ちたい

モデーア  リキッドバイオセルスキン

ハリのある美しさを維持して、 
私のキレイを引き上げる。

ビューティー 
ドリンク

モデーア  リキッドバイオセルピュア
（日本成人病予防協会推奨品）

しなやかなからだの動き、 
ハリのある毎日のために。

基本の1本

こんな方におすすめ

・  軽快ですこやかな毎日を過ごしたい
・  これからも階段をスムーズに昇り降りしたい
・  趣味のスポーツをいつまでも楽しみたい

こんな方におすすめ

・短時間で効率よく運動をしたい

・しなやかに動けるアクティブな毎日を過ごしたい

特長成分

•  独自のリキッドバイオセル(コラーゲン、ヒアルロン酸、
コンドロイチン硫酸)

•  運動に大切な必須アミノ酸(BCAA)、イワベンケイ
根エキス

•  果実から抽出した豊富なファイトニュートリエント
濃縮リンゴ果汁、洋ナシピューレ、イチゴ果汁、濃縮サワー

チェリー果汁、濃縮パイナップル果汁、濃縮ザクロ果汁、キ

ウイピューレ

モデーア  リキッドバイオセルアクション

運動のパフォーマンス、 
内側からのからだづくりをサポート。

フィットネス 
サポート
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運動のパフォーマンス、内側からのからだづくりをサポート。

モデーア  リキッドバイオセルアクション

液体コラーゲン栄養補助食品　450mL

超低分子化された3つの軟骨成分を理想的なバランスで含む原料「リ

キッドバイオセル」に加え、運動のパフォーマンスとエネルギーをサポー

トする成分・BCAA（必須アミノ酸）、イワベンケイ根エキス、ファイト

ニュートリエントを配合。内側からのからだづくりを支え、しなやかに動

けるアクティブな毎日へ。

お召し上がり方　1⽇当たり30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30ｍL当たり） 熱量：24kcal、たんぱく質：1.7g、脂質：0g、炭⽔化物：4.4g、
⾷塩相当量：0.7g
主な原材料　鶏胸軟⾻由来抽出物、リンゴ濃縮果汁、洋ナシピューレ、イチゴ果汁、サワーチェリー
濃縮果汁、パイナップル濃縮果汁、ザクロ濃縮果汁、L-カルニチン、キウイピューレ、イワベンケイ
根エキス、添加物：L-ロイシン、クエン酸、L-イソロイシン、VC、L-バリン

10,090円（税込み）8%   	品番：17590JP

運動のパフォーマンス、内側からのからだづくりをサポート。

モデーア  リキッドバイオセルアクション 2本セット

液体コラーゲン栄養補助食品　450mL×2（約1ヵ月分）

超低分子化された3つの軟骨成分を理想的なバランスで含む原料「リキッド

バイオセル」に加え、運動のパフォーマンスとエネルギーをサポートする成分・

BCAA（必須アミノ酸）、イワベンケイ根エキス、ファイトニュートリエントを配

合。内側からのからだづくりを支え、しなやかに動けるアクティブな毎日へ。

お召し上がり方　1⽇当たり30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30ｍL当たり） 熱量：24kcal、たんぱく質：1.7g、脂質：0g、炭⽔化物：4.4g、
⾷塩相当量：0.7g
主な原材料　鶏胸軟⾻由来抽出物、リンゴ濃縮果汁、洋ナシピューレ、イチゴ果汁、サワーチェリー
濃縮果汁、パイナップル濃縮果汁、ザクロ濃縮果汁、L-カルニチン、キウイピューレ、イワベンケイ
根エキス、添加物：L-ロイシン、クエン酸、L-イソロイシン、VC、L-バリン

20,180円（税込み）8%   	品番：62153JP
［定期配送の場合、10%OFFになります］18,163円（税込み）

セット製品はこちら ▶ P60

計量カップ付

計量カップ付
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ハリのある美しさを維持して、私のキレイを引き上げる。

モデーア  リキッドバイオセルスキン

液体コラーゲン栄養補助食品　450mL（約2週間分）

からだの内側から、若々しいハリのある美しさを維持するために。ヒアルロ

ン酸を含む独自のバイオセルコラーゲンと豊富なファイトニュートリエント、

セラミド、ビタミンC、ビオチンなどの美容成分を配合。毎日上向くキレイを

実感できる、さわやかなフルーツフレーバーのコラーゲンドリンクです。

お召し上がり方　1⽇当たり30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30ｍL当たり）熱量：20kcal、たんぱく質：0.8g、脂質：0g、炭⽔化物：3g、⾷
塩相当量：0.06g、ビオチン：110μg、亜鉛4mg
主な原材料　鶏胸軟⾻由来抽出物、米セラミド、濃縮リンゴ果汁、濃縮ブドウ果汁、濃縮ザクロ果汁、
緑茶抽出物　［添加物］ビオチン、ビタミンＣ
栄養機能食品　ビオチン、亜鉛

※ビオチンおよび亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。また、亜鉛は味覚を正常に保つのに必

要な栄養素で、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

10,090円（税込み）8%   	品番：17585JP

ハリのある美しさを維持して、私のキレイを引き上げる。

モデーア  リキッドバイオセルスキン  ２本セット

液体コラーゲン栄養補助食品　450mL×2（約1ヵ月分）

からだの内側から、若々しいハリのある美しさを維持するために。ヒアルロ

ン酸を含む独自のバイオセルコラーゲンと豊富なファイトニュートリエント、

セラミド、ビタミンC、ビオチンなどの美容成分を配合。毎日上向くキレイを

実感できる、さわやかなフルーツフレーバーのコラーゲンドリンクです。

お召し上がり方　1⽇当たり30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30ｍL当たり）熱量：20kcal、たんぱく質：0.8g、脂質：0g、炭⽔化物：3g、⾷
塩相当量：0.06g、ビオチン：110μg、亜鉛4mg
主な原材料　鶏胸軟⾻由来抽出物、米セラミド、濃縮リンゴ果汁、濃縮ブドウ果汁、濃縮ザクロ果汁、
緑茶抽出物　［添加物］ビオチン、ビタミンＣ
栄養機能食品　ビオチン、亜鉛

※ビオチンおよび亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。また、亜鉛は味覚を正常に保つのに必

要な栄養素で、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

20,180円（税込み）8%   	品番：61402JP

計量カップ付

計量カップ付

［定期配送の場合、10%OFFになります］18,163円（税込み）

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
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しなやかなからだの動き、ハリのある毎日のために。

モデーア  リキッドバイオセルピュア

液体コラーゲン栄養補助食品　450mL（約2週間分）

超低分子化※された３つの軟骨成分、コラーゲン、ヒアルロン酸、コンド

ロイチン硫酸を、人の軟骨成分の組成比とほぼ同様の理想的なバラン

スで含む原料「リキッドバイオセル」を使用。鶏胸軟骨由来の液体コラー

ゲン栄養補助飲料です。天然由来のシトラスフレーバーですっきりとした

味わい。少量で毎日気軽に摂取できます。

※�加水分解していないコラーゲンは約30万ダルトンのところ、1500から2500ダルトンと超低分子です。

お召し上がり方　1⽇当たり30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30ｍL当たり）熱量：4.5kcal、たんぱく質：0.72g、脂質：0.03g、炭⽔化物：0.39g、
⾷塩相当量：0.0588g
主な原材料　鶏胸軟⾻由来抽出物、⽔

8,856円（税込み）8%   	品番：17581JP

しなやかなからだの動き、ハリのある毎日のために。

モデーア  リキッドバイオセルピュア  ２本セット

液体コラーゲン栄養補助食品　450mL×2（約1ヵ月分）

超低分子化※された３つの軟骨成分、コラーゲン、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫

酸を、人の軟骨成分の組成比とほぼ同様の理想的なバランスで含む原料「リキッド

バイオセル」を使用。鶏胸軟骨由来の液体コラーゲン栄養補助飲料です。天然由来

のシトラスフレーバーですっきりとした味わい。少量で毎日気軽に摂取できます。

※�加水分解していないコラーゲンは約30万ダルトンのところ、1500から2500ダルトンと超低分子です。

お召し上がり方　1⽇当たり30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30ｍL当たり）熱量：4.5kcal、たんぱく質：0.72g、脂質：0.03g、炭⽔化物：0.39g、
⾷塩相当量：0.0588g
主な原材料　鶏胸軟⾻由来抽出物、⽔

17,712円（税込み）8%   	品番：17582JP

計量カップ付

計量カップ付

モデーア  リキッドバイオセルピュアは日本成人病予防協会推奨品

「生活習慣病発症メカニズムの研究・予防医学の知識の普及啓発活動」を目的に1987年に設立された医学団体 日本成人
病予防協会。「推奨選定制度」は製品の規格、原材料の品質、表示、安全性はもとより、製品を扱う企業の広告や販売方
法、経営者に至るまで、各分野の専門家による厳格な審査を実施し、ひとつの品目に対して１社のみを推奨しています。

［定期配送の場合、10%OFFになります］15,940円（税込み）

［定期配送の場合、10%OFFになります］24,834円（税込み）

健康の土台となるミネラルドリンクに 
コラーゲンのアクティブパワーをプラス。

ミネラル＆ピュア

毎日の健康の土台を整え、ハリのある若々しい毎日を過ごしたい方へ。フル

ボ酸、アミノ酸などさまざまな種類の栄養をスピーディに補給できるミネラル

ソリューションズと、しなやかなからだの働きをサポートするリキッドバイオセ

ルピュアをセット。毎日続けることで、人生をよりアクティブにすこやかに。

コレクション内容

モデーア　リキッドバイオセルピュア 　液体コラーゲン栄養補助⾷品  ·········································  2ヶ
モデーア　ミネラルソリューションズ 　栄養補助⾷品  ··································································  2ヶ

27,594円（税込み）8%   	品番：61307JP

計量カップ付
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からだの外側だけでなく、内側からもすっきりとしたい方に。毎日使うもの

だからこそ、合成着色料や合成甘味料などを使わず、自然の栄養を安全・

安心に摂れるよう考えられた栄養補助食品です。毎日の食生活の栄養バラ

ンスをサポートする基本タイプ、ライフスタイルや年齢に合わせて “ なりた

い自分 ”を目指す目的別タイプがあります。

ヘルス＆ウェルネス

自 然 の エ ネ ル ギ ー を 取 り入 れ て ハッピー に

プロダクトカテゴリー

ジェネラルヘルス 毎日の健康をサポート  ················ 26

アクシス 次世代の腸活でサポート  ············ 31

ブレインフード 脳活をサポート  ···························· 38

ターゲットヘルス お悩み別サポート  ························ 42

エイジングヘルス エイジングケアをサポート  ·········· 46

ウェイトマネジメント ダイエットをサポート  ··················· 49

アクティブヘルス スポーツ習慣をサポート  ············· 57

※各製品の原材料や栄養成分などは変更になる場合があります。

※各製品の容器に記載の製品説明、原材料名、その他の注意事項をよくお読みの上、お召し上がりください。

※天然由来の原料を使用しているドリンク類は沈殿物が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。
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合成着色料

合成甘味料

遺伝子 
組み換え成分

トランス脂肪酸

モデーアのヘルス＆ウェルネスとは

一人ひとりのニーズに応える、 
特徴ある製品

モデーアのヘルス＆ウェルネス製品は、健康維持に

必要なベースサプリメントの他、食生活やライフスタ

イル、年齢に合わせて豊富なラインナップをご用意

しています。

「モデーア　ミネラルソリューションズ」には、古代の

湖の堆積物から抽出したミネラルを含むフルボ酸を

配合。また、約50種類の植物を含む「モデーア　グ
リーンエクストラクト」、ウコンをはじめ、植物の多様

な力で健康をサポートする「モデーア　リベノール」

など、特徴ある製品が揃っています。

カロリーオーバーなのに 
栄養が足りない… 
現代人のアンバランスに対応

現代は、環境汚染やストレス、アンバランスな食事や

喫煙、アルコールの摂取などによって、体内のビタミン、

ミネラル、アミノ酸などが消費されやすい状態です。

また、農薬、化学肥料による土壌ミネラルの減少で、

野菜や果物に含まれるミネラルの量も減少。

このような環境の中で健康を守るためには、毎日の

バランスのよい食事に加え、からだに必要な7大栄
養素（糖質、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、

食物繊維、ファイトニュートリエント）を補い、その他

不足しがちな栄養を補給することが大切です。

からだの内側からすっきりと美しく 
安全・安心に配慮した栄養補助食品

毎日続けて摂りたい製品だからこそ、安全・安心に

何よりもこだわります。「モデーア成分ガイドライン」

に基づき、安全性について少しでも意見の分かれる

成分は、極力使用を避けています。

【配合しない成分の例】

What is MODERE
HEALTH & WELLNESS
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一般的に、液体は固体よりも栄養をスピーディーに

吸収するとされています。一方、ビタミンは成分が安

定しやすいタブレット型のモデーア  マルチビタミン
でしっかり補給。2製品を組み合わせることで、より
効率的かつ持続的にミネラルとビタミンを摂取する

ことができるのです。

ミネラルはドリンク、 

ビタミンはタブレットから
鉄はビタミンCと相性がよく、カルシウムはビタミン
Dと相性がよい…とされるように、ミネラルとビタミ
ン（あるいはミネラル同士、ビタミン同士）には、一緒

に摂ることに適したバランスがあります。モデーア  
ミネラルソリューションズとモデーア  マルチビタミ
ンの2品は、ミネラルとビタミンの相互作用に着目し、
より効率的な栄養補給を目指しています。

ミネラルとビタミンの

グッド・バランスとは？

モデーア  ミネラルソリューションズ

4,942円（税込み）8% 	 	品番：16006JP

6種の必須アミノ酸をはじめ、 
11種のアミノ酸ブレンドを配合

12種類のビタミンと 
注目の4つの成分を 
バランスよく配合

モデーア  マルチビタミン

5,414円（税込み）8% 	 	品番：16004JP

P27 P28

HEALTH & WELLNESS
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ジェネラルヘルス
毎日の健康をサポート

HEALTH & WELLNESS

健康維持に必要とされる栄養を補給する、ベースサプリメントです。 

快適な日々 のために、継続的な摂取をおすすめします。
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ドリンクタイプで手軽にミネラル補給。

モデーア  ミネラルソリューションズ

500mL

食材に含まれる栄養が減少している現代の食生活をサポートする栄養

補助飲料です。話題のフルボ酸、アミノ酸などさまざまな種類の栄養を

スピーディに取り入れられます。毎日続けて、すこやかなからだづくりを

目指しましょう。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇15～30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（15mL当たり）熱量：7kcal、たんぱく質：0g、脂質：0g、炭⽔化物：1.7g、⾷塩
相当量：0.025g
主な原材料　フルボ酸液、濃縮ブルーベリー果汁、濃縮ラズベリー果汁、アセロラ果汁、イヌリン、
海塩、ラカンカ抽出物、黒人参粉末、緑茶抽出物、ブドウ種子抽出物、濃縮オレンジ果汁、濃縮スト
ロベリー果汁、セイヨウニワトコ果汁粉末、ブルーベリー果汁粉末、オルニチン塩酸塩、ナイアシン、
塩⽔湖⽔低塩化ナトリウム液、V.B6、ロイシン、イソロイシン、バリン、アスパラギン酸、アラニン、
セリン、トレオニン、プロリン、リジン塩酸塩、ヒスチジン塩酸塩

4,942円（税込み）8%   	品番：16006JP

古代の湖からの贈り物

モデーア��ミネラルソリューションズに含まれるフルボ酸中

のミネラル成分は、古代、アメリカ･ユタ州に存在したボンネ

ビル湖跡（現在のグレートソルト湖付近）の堆積物から抽出

したもの。7千万年ほど前に形成された肥沃な土壌が河川

などによって運ばれ、湖が小さくなった後、ミネラル豊富な

湖底が現れたのです。

毎日の栄養バランスを健康的に。 
まずはおすすめ、基本の1本 ！
人は本来、土からミネラルを吸収した野菜を食べることで、

からだに大切なミネラルを摂取することが理想。しかし、野

菜に含まれる鉄分やカルシウムなどのミネラルの量は、50

年前に比べて５〜40%も減少している※といわれます。

※「Hort�Science」誌より

フルボ酸がミネラルの働きをサポート

フルボ酸は、動植物が微生物による分解と発酵を繰り返し

てできた肥沃な土壌に含まれ、栄養豊富な有機物を多く含

みます。1日分のモデーア��ミネラルソリューションズには、

亜鉛、セレン、マンガンなどの必須微量ミネラルを含む50

種以上の天然ミネラルがフルボ酸中に少量ずつ含まれ、可

能な限り小さくイオン化することでからだに届きやすくなっ

ています。フルボ酸には、ミネラルを体内に運搬して吸収を

高め、効率よく利用できるようにする働きも。

アミノ酸とアセロラのパワー

モデーア��ミネラルソリューションズには、たんぱく質の構成

要素であり、体内では作れない6種類の必須アミノ酸を含

む11種のアミノ酸を配合。また、冷凍した11種のフルーツ

に含まれるビタミンCの量を比較分析した結果、もっとも高

い数値を示したアセロラを配合しました。

ORAC値※に着目。濃縮フルーツ成分

ファイトニュートリエントを含む、さまざまな天然の濃縮フ

ルーツ成分を配合。栄養価と風味の向上のために、ORAC

値※が高いとされるストロベリー、ラズベリー、ワイルドブ

ルーベリー、オレンジなどのフルーツのほか、緑茶や黒人参

などを配合しました。

※ORAC値：『Oxygen�Radical�Absorption�Capacity』または『Oxygen�

Radical�Absorbance�Capacity』の略で、活性酸素吸収能力を数値化

したもの。

鮮度、栄養、おいしさを活かす高速殺菌プロセス

ドリンクを高温で一気に殺菌した後、急速に常温に戻し密

閉することで鮮度を高める高速殺菌プロセスを採用。殺菌

時の加熱時間を短縮することで、フルーツエキスの鮮度、栄

養、おいしさを保ちます。セット製品はこちら ▶ P21
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若々しい毎日のために。ビタミンチャージでいきいき。

モデーア  マルチビタミン

90粒

12種類のビタミンに加え、注目成分・アスタキサンチンやコエンザイム

Q10などをバランスよく配合。毎日の食事ではなかなか満たしにくいビ

タミンの摂取推奨･目安量※ですが、これなら3粒でOK。「モデーア	ミネ

ラルソリューションズ」と共に摂取するのがおすすめです。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇3粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりください。
栄養成分表示　（3粒当たり）  熱量：3.9kcal、たんぱく質：0.09g、脂質：0.12g、炭⽔化物：0.6g、
⾷塩相当量：0.005g、V.A：1500μg、V.B1：2.7mg、V.B2：1.8mg、ナイアシン：19.9mg、パ
ントテン酸：6.8mg、V.B6：1.8mg、葉酸：360μg、V.B12：3.7μg、V.C：129.6mg、V.D：8.1
μg、V.E：10.1mg、V.K：82μg
主な原材料　ドロマイト(国内製造)、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、穀物発酵エキス（小麦を
含む）、銅含有酵母、コエンザイムQ10（還元型）、黒胡椒抽出物、ヘマトコッカス藻抽出物、クロ
ム含有酵母、セレン含有酵母、モリブデン含有酵母　［添加物］V.C、ステアリン酸Ca、V.E、ナイ
アシン、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.K、V.D、V.B12
特定原材料　小麦

5,414円（税込み）8%   	品番：16004JP

3粒で、1日に必要なビタミンの 
摂取推奨・目安量※を満たす

モデーア��マルチビタミンには、3粒で1日の摂取推奨・目安

量※を満たす12種類のビタミンと9種類のミネラルがバラン

スよく配合されています。

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」（2015年版）に基づく（男性18〜

29歳）

からだのすみずみまで、まっすぐ 
バイオアベイラビリティに着目

バイオアベイラビリティ（成分の届きやすさ）に着目し、ピペ

リン、穀物発酵エキス（ダイジェザイム®）を配合しました。

 

時間（日） 10 20

度
解
分

モデーア  ディッシュウォッシュ  

モデーア  ランドリーディタージェント  

  

（低）

（高）

（日）

フラバンジェノール®

大豆胚軸エキス マンゴスチンエキス

3種類のポリフェノール

低分子フィッシュコラーゲン

マリンプラセンタ

ビューティーサポート成分

木

火

土金

水

ビタミンK

ビタミンC

ビタミンA

ビタミンD

ビタミンE

ビタミンB1

ビタミンB2

ナイアシン

ビタミンB6

葉酸

ビタミンB12

パントテン酸

ASTM※

認定値

モデーア  マルチビタミン3粒で
1日に必要なビタミンの

摂取推奨・目安量※を満たします

12種類のビタミンを
バランスよく

今、注目の4つの成分をプラス

年齢とともにからだの働きは低下し、さまざまなダメージを

受けやすくなります。モデーア��マルチビタミンには、注目の

成分・アスタキサンチン、コエンザイムQ10、ピペリン、穀

物発酵エキスを配合。いきいきとした毎日をサポートします。

アスタキサンチン

穀物発酵エキス�

（ダイジェザイム®）

コエンザイムQ10

ピペリン
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注目成分・ノニの力をおいしくチャージ。

モデーア  ノニ   ドリンク

500mL

農薬や肥料を使用ないポリネシアの野生のノニが原料。そのノニを中心

に、ラズベリー、ブルーベリーをブレンド。植物の持つ栄養素「ファイト

ニュートリエント」のパワーを、おいしく楽しみながら取り入れられるドリ

ンクです。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇30mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30mL当たり）熱量：4kcal、たんぱく質：0g、脂質：0g、炭⽔化物：1g、⾷塩相
当量：0.05g
主な原材料　濃縮ノニピューレ、濃縮ラズベリー果汁、濃縮ブルーベリー果汁、ラカンカ抽出物

3,183円（税込み）8%   	品番：17028JP

ノニ

ポリネシア諸島から東南アジア、日本では沖縄などの地域に自生するアカネ科の常緑潅木

です。学名はモリンダ・シトリフォリア、和名はヤエヤマアオキと呼ば

れています。緑色の果実は熟すと黄色になり、独特のにおいを発し

ます。ノニの果実は古くからポリネシアの人々に「生命の水」と呼ば

れ愛用されてきました。中鎖脂肪酸、カリウム、ビタミンCほか多く

のファイトニュートリエントを含んでいます。

ラズベリー、ブルーベリーとのブレンド、 
植物由来の自然甘味料・ラカンカを加え、 
ノニ独特の風味をおいしく続けられる味に。

ポリネシアの人々に古くから 
「生命の水」と愛されてきたノニ。

不足気味のカルシウム、カリポリッと噛んで補給。

モデーア  チュアブルカルシウム

150粒

ミルクとホタテ貝由来のカルシウムと、カルシウム吸収を促進することで知

られているビタミンDを配合。水なしで、いつでも手軽に補給できるチュア

ブルタイプです。おいしいパインサイダー味で、丈夫な骨と歯をサポート。

お召し上がり方　1⽇当たり5粒を⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（5粒当たり）熱量：10kcal、たんぱく質：0.02g、脂質：0.15g、炭⽔化物：3.6g、
⾷塩相当量：0.016g、カルシウム：500mg、V.D：5µg
主な原材料　ミルクCa、貝Ca、ステアリン酸Ca、V.D　　特定原材料　乳
栄養機能食品　カルシウム、ビタミンD

※カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。※ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨

の形成を助ける栄養素です。

4,127円（税込み）8%   	品番：16008JP
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
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食物繊維＋枯草菌で、ダブルにすっきり。

モデーア  ファイバー

240g

バランスよく配合した水溶性と不溶性の食物繊維に、生きたまま腸に届く

枯草菌をプラス。食事からでは十分に摂れない食物繊維を補い、さらに枯

草菌がすっきりをサポートします。ほんのり爽やかなオレンジ味。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1～3回お召し上がりください。
付属のスプーン2杯分（8g）を、200mL以上の⽔などに入れ、よく混ぜてお飲みください。
栄養成分表示　（1⾷8g当たり）熱量:30kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0.04g、炭⽔化物:7.2g、糖
質：1.7g、⾷物繊維:5.5g、⾷塩相当量:0.08g 
主な原材料　サイリウム種皮（オオバコ）、イヌリン、粉末セルロース、グァーガム、枯草菌

4,088円（税込み）8%   	品番：17009JP

水溶性・不溶性食物繊維とは

水溶性食物繊維は、果物、樹皮、コンニャク、海藻類などに

含まれ、糖分・油分の多い食生活の方、生活習慣が不規則

で健康が気になる方によいとされています。不溶性食物繊

維は、ごぼう、きのこなどの野菜、穀類、豆類、エビやカニ

の殻などに含まれ、毎日の規則的なリズムをサポートすると

いわれます。

ウェイトマネジメントをサポート。

生活習慣が不規則で、糖分・油分を 
多く摂りがちな方の健康維持をサポート。

毎日のからだのリズム、 
からだ本来の戦う力をサポート。

コエンザイムQ10で、内側へ元気をチャージ。

モデーア  CoQ10
30粒

酵素の働きを補うコエンザイムQ10は、からだが生命エネルギーを生

み出すのをアシストする役割を担っています。年齢とともに失われがちな

元気をギュッと１粒に。からだの奥から湧き出る若々しさと美しさへ導き

ます。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりください。
栄養成分表示　（1粒当たり）熱量：4kcal、たんぱく質：0.15g、脂質：0.4g、炭⽔化物：0.03g、
⾷塩相当量：0.0003g、ビタミンE：6.8mg
※1粒当たりコエンザイムQ10：30mgを含みます。
主な原材料　オリーブ油、コエンザイムQ10、V.E、黒胡椒抽出物

4,611円（税込み）8%   	品番：16000JP

計量スプーン付
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アクシス
次世代の腸活でトータルに健康サポート

AXIS

マイクロバイオームと腸脳相関に着目した、次世代型腸活サプリメント。 

トータルな健康と毎日の活力を応援します。
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マイクロバイオームはから

だのほぼすべての部分に存

在し、健康に影響を与えます。

モデーアの考える 

次世代型腸活

健康へのマスタースイッチ、 
マイクロバイオームに着目

いま、健康に大きな影響を及ぼすスイッチ的な存在として注目

されている、“マイクロバイオーム（微生物叢）”。それは、私た

ちのからだに生息する約38兆個、10,000種を超える細菌や
微生物から構成されています。マイクロバイオームは、出生時

に母親から受け継がれるバクテリアを元にしているため一人

ひとり異なり、その約70％は腸に存在します。

腸脳軸をサポートする 
マイクロバイオーム

腸内のマイクロバイオームは、食物の消化、

必要なビタミンなど腸活・脳活に関係する

微量栄養素の供給に関わりがあります。

さらに最近注目を集めているのが、腸脳

軸をサポートする可能性。腸はもともと「第

2の脳」と呼ばれているように、腸と脳に
は相関関係があり、マイクロバイオームが

それらの健康をサポートするといわれて

いるのです。

次世代の腸活は、 
シンバイオティクスから 

「トレバイオティクス」へ

マイクロバイオームの状態は、食事や運動、

睡眠の質やストレスなど、トータルな生活

習慣から影響を受けています。またすこ

やかな腸内環境のためには胃の酸性環

境に耐性のあるバクテリア株・プロバイオ

ティクスと、その働きをサポートするプレ

バイオティクスを組み合わせたシンバイ

オティクスが効果的。さらに、腸内環境を

守るポストバイオティクスを加えると、「ト

レバイオティクス」として、より包括的な

腸活をサポートすることができます。腸と脳は迷走神経を介し

て相関関係があり、お互い

の健康に影響を及ぼし

合っています。

迷走神経

プレ 
バイオティクス

プロ 
バイオティクス

ポスト 
バイオティクス
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HEALTH & WELLNESS AXIS

独自のマイクロバイオームマトリックス™配合。 
包括的な腸活で健康をトータルサポート。

こんな方におすすめ

・トータルな健康を目指す方

・腸内環境をすこやかに保ちたい方

・毎日のからだのリズムを整えたい方

・生活習慣や食生活が不規則な方

いつまでもいきいきとした活力に満ち、トータルな健康を保つために大切なのは、腸内環境をす

こやかに整えること。トレバイオティックは、腸内細菌のバランスを保つプロバイオティクスの乳

酸菌、プレバイオティクスのオリゴ糖に加え、ポストバイオティクスの酵母発酵末を配合した、

3in1の腸活サプリ。独自のデリバリーシステムで成分を腸に送り届け、包括的な腸活を目指します。

モデーア  アクシス  トレバイオティック

8,836円（税込み）8%   	品番：17064JP

健康スイッチ“マイクロバイオーム”に着目した 
次世代の腸活サプリ。

ユニークな粒タイプ。

そのままでも、 
シリアルやヨーグルトに 
トッピングしても。

P34
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AXISHEALTH & WELLNESS

健康スイッチ“マイクロバイオーム”に着目した

次世代の腸活サプリ。

モデーア  アクシス  トレバイオティック

115g

腸内細菌のバランスを保つプロバイオティクスの乳酸菌、プレバイオティ

クスのオリゴ糖に加え、ポストバイオティクスの酵母発酵末を配合した、

3in1の腸活サプリ。独自のデリバリーシステムで成分を腸に送り届け、	

マイクロバイオーム（微生物叢）のバランスを整えて健康をサポートします。

お召し上がり方　付属のスプーン1杯分（3.8g）を少量の⽔と共に直接お召し上がりください。また
は他の⾷品や飲み物に混ぜてお召し上がりください。
栄養成分表示　（1⾷3.8g当たり）熱量：25.2kcal、たんぱく質：0.16g、脂質：2.12g、炭⽔化物：
1.3g、⾷塩相当量：0.006g
主な原材料　酵母発酵末、オリゴ糖（乳由来）、乳酸菌末、サフラン抽出物

8,836円（税込み）8%   	品番：17064JP

3つのバイオティクスを配合

プロバイオティクス 
プロバイオティクス複合体

3つの乳酸菌、ラクトバチルス・プランタルムDR7、ペディオ

コッカス・アシディラクティシィ、ラクトバチルス・ブレビス

を独自に組み合わせた理想的なプロバイオティクス。酸や

温度にも耐性が強く、すこやかな腸内フローラの形成に役

立ちます。

ポストバイオティクス 
酵母発酵末

プロバイオティクス、プレバイオティクスに加えることで、す

こやかな腸内環境を守り、栄養素の吸収をサポートするポ

ストバイオティクス。酵母にはポリフェノール、ベータグルカ

ン、微量ミネラル、アミノ酸、ペプチドなどが豊富に含まれ、

トータルな健康をサポートします。
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（プレバイオテクス）

フルクトオリゴ糖

イヌリン

プレバイオティクス 
ガラクトオリゴ糖

腸内の善玉菌のエサとなることで、マイクロバイオームをす

こやかに保つプレバイオティクス。ガラクトオリゴ糖は、同じ

プレバイオティクスであるイヌリンやフルクトオリゴ糖より

も、LプランタルムDR7に対してより高いサポート力があり

ます。

ガラクトオリゴ糖（プレバイオテクス）を与えられたL.プランタルムDR7細菌

は、24時間で、イヌリンよりも最大900％、またフラクトオリゴ糖よりも

230％高い密度で増殖します。

Benef�Microbes.2019�Apr�19;�10(4)

プレバイオティクス

ガラクト
オリゴ糖

プロバイオティクス

3つの乳酸菌 
複合体

ポストバイオティクス

酵母発酵末

NEW

計量スプーン付
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HEALTH & WELLNESS AXIS

約50種類の植物のパワーで 
はつらつとした毎日を。

モデーア  アクシス  グリーンファイトブレンド

30包　旧製品名「モデーア グリーンエクストラクト」

東洋由来の自然哲学「五行説」にならい、青（緑）、赤、黄、白、黒の5色

の植物由来成分をなんと約50種類も配合。植物に加え、クロレラや海

藻などの成分も一度に摂取可能な、野菜粉末加工食品です。1包タイプ

で持ち運びに便利なので、旅行のお供にもぜひ。日本成人病予防協会

推奨品です。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1包を⽬安にお好みの量の⽔などに溶かしてお召し上がり
ください。
栄養成分表示　（1包4g当たり）熱量：15kcal、たんぱく質：0.3g、脂質：0.1g、炭⽔化物：3.2g、
⾷塩相当量：0.01g
主な原材料　マルトデキストリン、大麦若葉末、ケール末、クマイザサ末、ブロッコリー末、キダチアロ
エ末、南瓜末、チンゲン菜末、パセリ末、人参末、アルファルファ末、ゴボウ末、コマツナ末、ザクロ果汁末、
スピルリナ末、大豆末、ハトムギ若葉末、抹茶末、ユズ末、クロレラ末、セロリ末、苦瓜末、桑の葉末、ほ
うれん草末、モロヘイヤ末、フラクトオリゴ糖、よもぎ末、黒米末、タマネギ末、トマト末、醗酵黒ニンニク
末、マカエキス末、黒大豆末、黒ごま末、秋ウコン末、きのこ（ササクレヒトヨタケ）乾燥末、クランベリー
エキス末、殺菌乳酸菌末、ベニバナエキス末、エレウテロコックエキス末、海藻末、クコの実エキス末、カ
ンゾウエキス末、菊花エキス末、オタネニンジンエキス末、コンブ末、モズクエキス末、ヤマイモ末、リン
ゴンベリーエキス末、黒加倫末、黒松の実末

4,492円（税込み）8%   	品番：16056JP

第７の栄養素と注目の植物パワー 
「ファイトニュートリエント」

植物の香りや色、辛みや苦みなどの成分から発見されたファ

イトニュートリエント。ファイト（phyto）は「植物」、ニュートリ

エント（nutrient）は「栄養」で、植物栄養素と訳されます。こ

れは植物が外敵から自らを守るために作り出す物質です。お

なじみのカテキン、ポリフェノール、リコピンなどがこの一種

ですが、数千種以上存在が確認され、近年、その発見と研究

が始められました。ファイトニュートリエントは、美容や健康

維持などに役立つとしてさまざまな研究が進められ、次なる

第７の栄養素として大変注目されています。

地上の森羅万象を５つに分ける 
自然思想の「五行説」

五行説とは、宇宙に存在する一切のものを「木、火、土、金、

水」の５つに分類する考え方。古代東洋に始まり、今なお受

け継がれている自然哲学の思想です。五行説では、５つの

要素が相互に助け合ったり抑え合ったりして、あらゆるもの

のバランスを保っているとしています。そして５つの性質を

さまざまな物事に当てはめ、起こる現象を解釈して、よりよ

い道を探り出すことに応用されてきました。健康的な食事

の代表といわれる薬膳や、伝統的な和食も五行説の影響を

受けています。食材の味や色、調理法を分類した「五味、五

色、五法」は、５つの調和が取れた食事をすることでからだ

が整い、日々の健康が保たれるといわれています。

粉末スティックで手軽にグリーンチャージ

「五行説」に基づく 
5色約50種類の植物成分を配合

植物が固有に持つ栄養成分ファイ

トニュートリエントを含む約50種

類の植物成分を、自然哲学の「五

行説」に着目して5色に分類。バラ

ンスの良い配合で、イキイキと若々

しいからだバランスへ導きます。

 

時間（日） 10 20

度
解
分

モデーア  ディッシュウォッシュ  

モデーア  ランドリーディタージェント  

  

（低）

（高）

（日）

フラバンジェノール®

大豆胚軸エキス マンゴスチンエキス

3種類のポリフェノール

低分子フィッシュコラーゲン

マリンプラセンタ

ビューティーサポート成分

木

火

土金

水

ビタミンK

ビタミンC

ビタミンA

ビタミンD

ビタミンE

ビタミンB1

ビタミンB2

ナイアシン

ビタミンB6

葉酸

ビタミンB12

パントテン酸

ASTM※

認定値

モデーア  マルチビタミン3粒で
1日に必要なビタミンの

摂取推奨・目安量※を満たします

12種類のビタミンを
バランスよく

五行説

 5色の特長成分

醗酵黒ニンニク

クマイザサ マカ

リンゴンベリー

大豆

モデーア アクシス グリーンファイトブレンドは日本成人病予防協会推奨品

「生活習慣病発症メカニズムの研究・予防医学の知識の普及啓発活動」を目的に1987年に設立された医学
団体 日本成人病予防協会。「推奨選定制度」は製品の規格、原材料の品質、表示、安全性はもとより、製品
を扱う企業の広告や販売方法、経営者に至るまで、各分野の専門家による厳格な審査を実施し、ひとつの
品目に対して１社のみを推奨しています。

NEW
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赤い果実や野菜など13種のパワーで、すっきりすこやかに。

モデーア  アクシス  レッドファイトブレンド

112g

ポリフェノールを豊富に含むブドウ、イチゴ、ラズベリー、ザクロなど10種

の赤い果実、ビート、トマト、ニンジンなどの野菜、合わせて13種の成分

をバランスよく配合。豊富な植物のパワーがマイクロバイオーム（微生物

叢）をサポートし、すっきり冴えたすこやかな毎日へ。

お召し上がり方　栄養補給のため、付属のスプーン1杯分（3.75g）を⽬安に約240mLの⽔やお好
みの飲み物に入れてよくかきまぜてからお召し上がりください。
栄養成分表示　（1⾷3.75g当たり）熱量：13.5kcal、たんぱく質：0.09g、脂質：0.05g、炭⽔化物：
3.17g、⾷塩相当量：0.045g
主な原材料　ラズベリー果汁濃縮物、ビートルートジュース濃縮物、ブドウ果汁濃縮物、ビルベリー
抽出物、トマト果汁濃縮物、アサイー抽出物、ヤマモモ果汁濃縮物、いちご果汁濃縮物、ザクロ果
汁濃縮物、にんじん末、ブラックベリー果汁濃縮物、セイヨウニワトコ果実抽出物、ブルーベリー果
汁濃縮物

4,492円（税込み）8%   	品番：16060JP

発酵のちから、植物の生命力で、いきいきとすこやかに。

モデーア  アクシス  ゴールドファイトブレンド

108g

発酵ターメリックや発酵生姜、黒コショウを含む7種の植物成分をバラン

スよく配合。バニラビーンズやカルダモンなど香り高いスパイスが気分を

リラックスさせ、温めた牛乳と組み合わせれば温活にも最適です。毎日の

おいしい習慣でマイクロバイオーム（微生物叢）をサポートし、いきいきと

すこやかに。

お召し上がり方　栄養補給のため、付属のスプーン1杯分（3.6g）を⽬安に約240mLの⽔やお好み
の飲み物に入れてよくかきまぜてからお召し上がりください。
栄養成分表示　（1⾷3.6g当たり）熱量：13.1kcal、たんぱく質：0.08g、脂質：0.04g、炭⽔化物：
3.1g、⾷塩相当量：0.06g
主な原材料　発酵ウコン末、マンゴー末、発酵ショウガ末、カルダモン種子末、バニラビーンパウ
ダー、黒コショウ末、バニラ抽出物

4,492円（税込み）8%   	品番：16064JP

発売予定

発売予定

計量スプーン付

計量スプーン付
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HEALTH & WELLNESS AXIS

すこやかな腸内環境と毎日の「すっきり」を目指すセット。

モデーア  アクシス  セット

独自のマイクロバイオームマトリックス™配合のアクシス	トレバイオ

ティックに、50種の植物成分配合のグリーンファイトブレンド、食物繊維

配合のファイバーをセット。腸内環境をすこやかに整え、すっきりすこや

かな毎日をサポートします。

セット内容

モデーア  アクシス  トレバイオティック　115g  ···················································· 1ヶ
モデーア  ファイバー　240g  ················································································ 1ヶ
モデーア  アクシス  グリーンファイトブレンド　30包  ·········································· 1ヶ

15,120円（税込み）8%   	品番：62573JP

腸内環境を整えながら、 
トータルな健康と理想的な体組成を目指すセット。

モデーア  アクシス  トータルセット

アクシス	トレバイオティックに、50種の植物成分配合のグリーンファイト

ブレンド、食物繊維配合のファイバー、毎日必要な基本栄養素を補えるミ

ネラルソリューションズ、低カロリーでたんぱく質を補給できる1食置き

換えのチョコレートミールリプレイスメント2個をセット。トータルなライ

ンナップで、すこやかなからだづくりを目指せます。

セット内容

モデーア  アクシス  トレバイオティック　115g  ···················································· 1ヶ
モデーア  ファイバー　240g  ················································································ 1ヶ
モデーア  アクシス  グリーンファイトブレンド　30包  ·········································· 1ヶ
モデーア  ミネラルソリューションズ　500mL  ······················································ 1ヶ
モデーア  チョコレート  ミールリプレイスメント　480g  ······································· 2ヶ

27,540円（税込み）8%   	品番：62574JP

発売予定

発売予定
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ブレインフード
脳活をサポート

HEALTH & WELLNESS

すこやかでリラックスした気分と集中力、クリアな思考をサポートするアイテムです。 

いつまでも若 し々く、いきいきとした毎日を応援します。
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HEALTH & WELLNESS BRAIN FOOD

モデーアの考える 

ブレインフード

人生100年時代を見据えて「脳活」の重要性に着目

2017年の厚生労働省の調査によると、日本人の平均寿命は男性80.98歳、女
性が87.14歳と過去最高を更新しました。今後ますます進む高齢化、人生100
年時代を見据えて今注目されているのが、年齢を重ねてもいきいきと若々しく

過ごすための「脳活」の重要性。記憶や認知機能をすこやかに保つためには、

ライフスタイルや栄養面などについて、なるべく早いうちから対策を講じること

が大切です。

脳の活動をサポートする 
たんぱく質「BDNF」

健康志向の高まりとともに今注目を集めているのが、たんぱく質の1種である
BDNF（Brain-derived neurotrophic factor）。脳の活動をサポート
する重要な栄養成分ですが、65歳以上では年齢とともに減少することが知られ
ています。BDNFが不足すると、「人の名前が出てこない」「うっかりが多くなっ
た」などの変化が現れやすくなるといわれています。

BDNFを増やして 
若々しさを保つライフスタイル

加齢によってBDNFが減少すると認知機能が低下し、記憶や学習能力などの
衰えにつながります。そこで重要なのが、BDNFを増やすためのライフスタイ
ル。たとえば、適度な運動はBDNFを増やし、認知機能を高める効果がある
ことが知られています。また、BDNFを増やす栄養素を積極的に摂取すること
も大切です。

BDNF
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HEALTH & WELLNESS BRAIN FOOD

“知恵の草”バコパモニエラ、L-テアニン、コラーゲン配合。

すこやかでリラックスした気分と集中力、クリアな思考をサポート。

こんな方におすすめ

・すこやかでリラックスした気分を維持したい方

・最近「うっかり」が気になり始めた方

・思考力や集中力が必要な方

・学習能力が気になる方

・ストレスやイライラを感じやすい方

「最近、人の名前が出てきにくい」「うっかりが多くなった」「仕事や学習の効率が悪い」。 
年齢とともに気になるさまざまな変化の原因の1つとして、たんぱく質の 1種であるBDNF
（Brain-derived neurotrophic factor）の減少に着目しました。古くから“知恵の草”と
呼ばれるバコパモニエラ、茶葉に含まれるL-テアニン、独自のリキッドバイオセルコラーゲン 
など天然の恵みを豊富にブレンドし、人生100年時代を見据えた「脳活」をサポートします。

モデーア  ロジック

7,560円（税込み）8%   	品番：17070JP

リラックスした気分とクリアな思考。 
いきいきと、集中できる毎日のために。

毎日手軽にお摂りいただける 
スティックタイプ。

砂糖不使用、 
天然カフェイン配合。

P41

レインフォレスト・アライアンス認証

農園産コーヒー豆配合。認証マーク

は、環境保全への責任、社会的公平

性、農園地域の経済的持続性を促

進することを示すものです。
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HEALTH & WELLNESS BRAIN FOOD

うっかり！が増えたら、思考をサポート。

モデーア  フォーカス

60粒

ビタミンB5とも呼ばれるパントテン酸に、多種類のフラボノイドを含むイ

チョウ葉、インドでは“知恵の草”と称されるバコパモニエラをブレンド配

合。本来の若々しい思考をキープする力を助け、いきいきと冴える毎日へ。

お召し上がり方　1⽇2粒を⽬安にお召し上がりください。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。1⽇の摂取⽬安量を守ってください。
栄養成分表示　（2粒当たり）熱量：5kcal、たんぱく質：0.05ｇ、脂質：0.2ｇ、炭⽔化物：0.8ｇ、⾷
塩相当量：0.04g、パントテン酸：4.9mg
主な原材料　バコパモニエラ抽出物、レチシン（大豆由来）、イチョウ葉抽出物、ツボクサ抽出物、
パントテン酸Ca
栄養機能食品　パントテン酸　※パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

5,863円（税込み）8%   	品番：15500JP
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

リラックスした気分とクリアな思考。 
いきいきと、集中できる毎日のために。

モデーア  ロジック

30包

古くから“知恵の草”と呼ばれるバコパモニエラ、茶葉に含まれるL-テアニ

ン、独自のリキッドバイオセルコラーゲンなど天然の恵みを豊富にブレンドし、

お湯や水に溶かすだけで楽しめる粉末ドリンクです。すこやかでリラックスし

た気分をキープしながら、シャキッとクリアな知性、いきいきと若々しい毎日

を応援します。

お召し上がり方　1⽇1包（4.9g）を⽬安に、お湯や⽔（お好みにより200~300mL）に溶かしてお召
し上がりください。アイスでもお楽しみいただけます。
栄養成分表示　（1包4.9g当たり）熱量：17.3kcal、たんぱく質：1g、脂質：0g、
炭⽔化物：3g、⾷塩相当量：0.04ｇ
主な原材料　バゴパモニエラ抽出物、L-テアニン、鶏胸軟⾻由来抽出物、コーヒー果実濃縮物粉末、
緑茶抽出物

7,560円（税込み）8%   	品番：17070JP
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ターゲットヘルス
お悩み別サポート

HEALTH & WELLNESS

目的別にチョイスできる、ターゲットサプリメントです。 

一人ひとりの食生活やライフスタイルに合わせた栄養補給とすこやかなからだづくりのために。
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HEALTH & WELLNESS TARGET HEALTH

寒暖の厳しい季節は、北米伝統のハーブを。

モデーア  エキナセア

60粒

北米先住民が400年も前から健康維持に利用して、ウインターハーブの

別名もあるエキナセア。先人たちの知恵を、数種のハーブとバランスよ

く調合しました。季節の変わり目や冬季に、からだが本来もつ力をサ

ポート。

お召し上がり方　１⽇２粒程度を⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（2粒当たり）熱量：3.7kcal、たんぱく質：0g、脂質：0g、炭⽔化物：0.8g、⾷塩
相当量：0.06g
主な原材料　エキナセア抽出物、ローズマリー抽出物、タイム抽出物、ヒソップ抽出物、ビロウドモ
ウズイカ抽出物、高麗人参抽出物、セイヨウサンザシ実抽出物、アイリッシュモス粉末

6,042円（税込み）8%   	品番：17014JP

グラス１杯の自然の力で、毎朝すっきりへ。

モデーア  アロエベラ   ドリンク

500mL

たっぷり肉厚な葉の中に、みずみずしく透明なゼリー状の葉肉をもつア

ロエベラ。ここに多く含まれるムコ多糖類や食物繊維を丸ごとジュース

に。フルーツ果汁とハーブエキスも加えたすっきり味で、おいしく続けら

れます。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇30～60ｍLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30mL当たり）熱量：12.4kcal、たんぱく質：0.2g、脂質：0.2g、炭⽔化物：2.5g、
⾷塩相当量：0.01g
主な原材料　アロエベラ葉肉、濃縮西洋ナシ果汁、はちみつ、濃縮ブルーベリー果汁、アメリカニ
ンジン根抽出物、イチョウ葉抽出物、セイヨウサンザシ果実粉末、マテ葉抽出物、フェンネル種子粉
末、ビルベリー抽出物

2,358円（税込み）8%   	品番：17026JP
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TARGET HEALTHHEALTH & WELLNESS

ミツバチ花粉＋甜茶で、つらい春もすっきりと。

モデーア  ビーポーレン

100粒

ビーポーレンはミツバチが集め、自らの酵素で固めた花粉です。古代ギ

リシャで「神々の食べ物」と呼ばれた高栄養価のこの花粉と、ポリフェ

ノールが豊富な甜茶エキスを配合。１日数粒の習慣で、スーッと快適な

春を応援。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1～2回、1回2粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりく
ださい。
栄養成分表示　（2粒当たり）熱量：5kcal、たんぱく質：0.13g、脂質：0.07g、炭⽔化物：0.9g、
⾷塩相当量：0.0002g
主な原材料　ビーポーレン（花粉）、甜茶エキス末

3,481円（税込み）8%   	品番：17010JP

約50億個の善玉菌を配合。腸内環境からすっきり、キレイ。

モデーア  プロバイオティック

30包

腸内細菌のバランスを保つ2種のビフィズス菌、2種の乳酸菌に加え、その

増殖を助けるイヌリン配合。すこやかな腸内環境と自然なリズム、毎日の

すっきり感をサポートします。善玉菌を生きたまま腸に届きやすくするコー

ティングテクノロジー採用。砂糖不使用の爽やかな甘さで、携帯に便利な

スティックタイプ。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1包（2g）を⽬安にそのままお召し上がりください。お好み
により⽔と一緒にお摂りください。
栄養成分表示　（1包2g当たり）熱量：3.8kcal、たんぱく質：0.01g、脂質：0.04g、炭⽔化物：1.92g、
⾷塩相当量：0.002ｇ
主な原材料　乳酸菌末、ビフィズス菌末、イヌリン、キシリトール

5,940円（税込み）8%   	品番：17047JP

目の健康や細かい文字へのストレスが気になる方に。

モデーア  ルテイン

60粒

スマートフォンなどを使うことが多い現代の目の健康を見つめ、2つの成

分に着目。ルテインが豊富なマリーゴールドと、アントシアニンが豊富な

ビルベリーを中心に、ビタミンE、ビタミンC、β-カロテンを配合しました。

目の健康維持と、くっきりとクリアな毎日をサポートします。

お召し上がり方　１⽇当たり2粒を⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（2粒当たり）熱量：2.5kcal、たんぱく質：0g、脂質：0g、炭⽔化物：0.6g、⾷塩
相当量：0.01g、β-カロテン：850μg、V.C：36.0 mg、V.E：34.0 mg
主な原材料　ビルベリー抽出物、エンドウ豆デンプン、V.C、マリーゴールド色素、β‐カロテン、V.E
栄養機能食品　ビタミンC、ビタミンE

6,267円（税込み）8%   	品番：17004JP

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
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HEALTH & WELLNESS TARGET HEALTH

果実の王様の栄養で、今日１日の元気をゲット。

モデーア  ドリアン   ドリンク

500mL

ミネラル、ビタミン、食物繊維が豊富な「フルーツの王様」ドリアン。酷

暑を生きる人々に愛され続ける果物の王様を、南国果実と甘酸っぱく

ミックスしました。特有の香りを抑えた濃厚な一口に、大自然の恵みが

ぎっしり。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇30～60mLを⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（30mL当たり）熱量：12kcal、たんぱく質：0.15g、脂質：0g、炭⽔化物：2.5g、
⾷塩相当量：0.01g
主な原材料　ドリアンピューレ、マンゴスチンピューレ、パパイヤピューレ、マンゴーピューレ、グア
バピューレ、ライチ果汁

3,481円（税込み）8%   	品番：17024JP

飲酒、食習慣やストレスが気になるという方に 
4種のファイトニュートリエントで元気をサポート。

モデーア  マリアアザミ

180粒

欧州で2000年の昔から利用され、フラボノイドを多く含むマリアアザミ。

お酒の機会が多い方から支持されてきたマリアアザミに、芽キャベツ、ワサ

ビ、ブロッコリースプラウトの4種のファイトニュートリエント、エネルギー産

生をサポートするアルファリポ酸を配合しました。飲酒、食習慣やストレス

が気になるという方にもおすすめです。からだをいたわるサプリメントで、

毎日の元気をサポート。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇6粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりください。
栄養成分表示　（6粒当たり）熱量：9kcal、たんぱく質：0.04g、脂質：0.14g、炭⽔化物：1.9g、
⾷塩相当量：0.002g
※6粒当たりアルファリポ酸：66mgを含みます。
主な原材料　マリアアザミ抽出物、アルファリポ酸、芽キャベツ粉末、ワサビ粉末、ブロッコリース
プラウト粉末

4,178円（税込み）8%   	品番：17019JP
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エイジングヘルス
エイジングケアをサポート

HEALTH & WELLNESS

年齢を重ねても、いきいきとしたからだでいたい―。 

すこやかな毎日を過ごすサポートをしてくれる、エイジングケアサプリメントです。
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HEALTH & WELLNESS AGING HEALTH

ウコンや植物の多様な力で、健康をキープ。

モデーア  リベノール

60粒

ウコンが持つポリフェノールの一種クルクミンを中心に、ブドウ種子やイ

チョウ葉など年齢を重ねるほどに必要なファイトニュートリエントを配合。

生活習慣や環境ストレスが気になる方へ、健康維持の基礎作りからサ

ポート。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1~2 回、1 回1粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりく
ださい。
栄養成分表示　（1粒当たり）熱量：3kcal、たんぱく質：0.005g、脂質：0.03g、炭⽔化物：0.7g、
ナトリウム：0.6mg（⾷塩相当量：0g）
※1粒当たりウコン抽出物：40mgを含みます。
主な原材料　ウコン色素、ブドウ種子抽出物、V.Ｅ、松樹皮抽出物、イチョウ葉抽出物、V.C、β-カ
ロテン

5,649円（税込み）8%   	品番：16002JP

現代人の健康に役立つ 
多彩な成分を配合

ストレスや紫外線、有害物質、環境汚染など、外的刺激によ

る影響が気になる現代人の健康維持のために。今注目の

ファイトニュートリエントに加え、β-カロテン、ビタミンC、ビタ

ミンEを配合しました。

植物のパワーを凝縮した 
4つのファイトニュートリエント

美容と健康への働きから、第7の栄養素として注目を集めて

いる「ファイトニュートリエント」4種を配合しました。

ウコン抽出物

インド原産のショウガ科の植物から抽出。カレーの香辛料や

ウコン茶、さまざまな料理にも利用されています。黄色の色

素であるクルクミンは、ポリフェノールの一種であるクルク

ミノイドに分類され、食生活が偏りがちな現代人の強い味

方として注目されています。

ブドウ種子抽出物

ポリフェノールの一種であるプロアントシアニジンを豊富に

含みます。

イチョウ葉抽出物

フラボノイド類やテルペン類を多く含むファイトニュートリ

エントです。

ストローブ樹皮抽出物

松の一種であるストローブ松の樹皮から抽出。低分子のプ

ロアントシアニジン、OPC（オリゴメリック・プロアントシア

ニジン）などのファイトニュートリエントを含みます。

からだを動かすための潤滑油 
3つのビタミン類

一緒に摂るとよいと言われている、3種のビタミンを配合し

ました。

β-カロテン

緑黄色野菜に多く含まれるビタミンAの前駆物質。

ビタミンC
人の体内でつくられない栄養素。水溶性の必須ビタミン。

ビタミンE
細胞膜や脂質に豊富に存在する、油溶性ビタミン。
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AGING HEALTHHEALTH & WELLNESS

エネルギー不足を感じたら、中国伝来の希少茸のパワーを。

モデーア  冬虫夏草&霊芝

60粒

中国で古くから知られる冬虫夏草と霊芝。希少なこの２種類の茸抽出

物のほか、ワダソウなど4種類の植物成分を配合してカプセルに。スト

レスの多い毎日をお過ごしの方へ、活動的な１日を送る力をサポートし

ます。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1~2回、1回1～3粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がり
ください。
栄養成分表示　（2粒当たり）熱量：3kcal、たんぱく質：0.05g、脂質：0.02g、炭⽔化物：0.7g、
⾷塩相当量：0.002g（ナトリウム：0.8mg）
主な原材料　冬虫夏草抽出物粉末、ワダソウ抽出物粉末、ショウガ抽出物粉末、アマチャヅル抽出
物粉末、レイシ抽出物粉末、イワベンケイ根抽出物粉末

4,221円（税込み）8%   	品番：15509JP

DHA、EPAの健康パワーでクリアな思考に。

モデーア  オメガ3
120粒

今注目のオメガ3系脂肪酸のDHA、EPAを含む魚油を配合した栄養補

助食品です。年齢を重ねた方、魚を食べる機会が少ない方、頭脳労働の

多い方に特におすすめです。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇4粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりください。
栄養成分表示　（4粒当たり）熱量：17kcal、たんぱく質：0.5g、脂質：1.7g、炭⽔化物：0.1g、⾷
塩相当量：0g、EPA：360mg、DHA：240mg
主な原材料　EPA含有精製魚油、DHA含有精製魚油

3,211円（税込み）8%   	品番：15507JP
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ウェイトマネジメント
ダイエットをサポート

HEALTH & WELLNESS

ライフスタイルに合わせ、理想のからだを目指すラインです。 

ヘルシーで美しいボディになりたいあなたをしっかりとサポートします。
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WEIGHT MANAGEMENTHEALTH & WELLNESS

1980年以来、肥満は全世界で2倍以上に増加しており、日本でも食生活の欧米
化や運動不足から肥満人口が急激に増えています。脂肪はさまざまな生活習慣

病の誘因になっているといわれていますが、モデーアが目指すのは、ただ体重

を落とすだけではない、理想的な体組成の実現。BMI（ Body Mass Index 
= 体格指数 ）※ 、体脂肪率のバランスを指標とした、健康維持のために長期間
続けられる、トータルで美しく健康的なボディづくりです。

※肥満の判定に国際的に使われる指数です。

健康的なボディの決め手は「体組成」

からだの内側からすっきり、美しくなりたい。しかし、

極端な食事制限だけのダイエットは長続きせず、失

敗しがちです。その理由と解決策を、モデーアでは

次のように考えました。

●  脂肪だけでなく筋肉も落としがちで、 
代謝が低下してしまう。脂肪を落とし、 
かつ筋肉量を増やすことを重視すべき。

●  食欲の抑制がきかなくなると、失敗しやすい。 
極端な減量で基礎代謝が下がると、 
リバウンドの恐れも。

●  極端な食事制限で飢餓状態になると、 
からだが代謝を抑えて脂肪を蓄えようとするため、 
減量効果が落ちやすい。

モデーアは、単なる減量ではなく、筋肉と体脂肪率

などのからだのバランス（体組成）を重視。健康的な

ボディづくりを目指します。

あなたのベストが必ず見つかる 
多彩な製品ラインナップ

一人ひとりの異なる環境やライフスタイルに合わせ、

「一食置き換え」「燃焼サポート」「カロリーマネジメ

ント」の5アイテム7製品の中から、最適な組み合わ
せをセレクト。すべての製品はモデーアの基本理念

に基づき、独自の基準による「安全・安心」に配慮し

た成分のみを配合しています。

モデーアの考える 

ウェイトマネジメント

体組成：からだを構成する成分

体脂肪

皮下脂肪 
内臓脂肪

筋肉

骨格筋 
平滑筋 
心筋

骨 水分
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HEALTH & WELLNESS WEIGHT MANAGEMENT

ただ体重を落とすだけでなく、理想的な体組成を実現して、美しく引き締まったからだを手

に入れたい。脂肪の減少と筋肉量アップのメカニズムに着目し、理想的なボディマネジメン

トを応援する栄養補助飲料です。からだに大切な不飽和脂肪酸であり、植物由来の共役リノー

ル酸（CLA）と、ハリとうるおいを支えるコラーゲンを効率的に吸収できるコラーゲン/HA 
マトリックステクノロジー。2つのユニークな成分を融合し、健康的な食事と運動にプラスす
ることで、しなやかな筋肉を感じさせる若々しい美ボディへ導きます。

共役リノール酸（CLA）とコラーゲン配合。

引き締まった美しさを目指すボディマネジメントドリンク

こんな方におすすめ

・  健康的なボディマネジメントを 
望んでいる方

・  様々なダイエットを実施したが、 
リバウンドに悩んできた方

・  しなやかな筋肉、ハリのある 
若々しい容姿を保ちたい方

・  毎日の生活や食事を楽しみながら、 
からだを引き締めたい方

・  メリハリある引き締まったからだを 
目指す方

・ 代謝がおちていることを気にされる方
・ 筋肉の衰えを気にしている方
・ 体脂肪の増加が気になる方

モデーア  トリム〈ココナッツライム味〉

9,800円（税込み）8%   	品番：17566JP

脂肪の減少と筋肉量アップのメカニズムに着目。 
メリハリボディは、自分でつくる。

ダイエット中の美容にもうれしい 
コラーゲン/HA マトリックス 
テクノロジー

ダイエット中も、ハリのある美しさを守り

たい。そこで、ぜひ意識して摂りたいのが

コラーゲン。しなやかな筋肉をサポート

する働きでも注目されている栄養素です。

ひとつの天然原料（鶏胸軟骨）から抽出さ

れた独自の成分にはコラーゲン、ヒアル

ロン酸、コンドロイチン硫酸が理想的な

バランスで含まれているため、体内に効

率的に届くことが期待できます。

P52

2018

「サプライサイド・ウェスト2018」にて 
第7回エディターズチョイス賞受賞

＊�ボディマネジメントには健康的な食事と運動の併用が必要です。
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よい油と悪い油を見極める

毎日の食生活の中で気をつけたいのが、「油の質」を見極めること。た

とえば、油脂の加工によりできるトランス脂肪酸は、悪玉コレステロール

を増やし、心臓病や生活習慣病のリスクを高めます。それに対して必須

脂肪酸は、体内で合成できないため、食事から摂らなければならない大

切な油。中でも、燃焼サポートとして知られる共役リノール酸（CLA）、
青魚のサラサラ成分として知られるドコサヘキサエン酸（DHA）やエイコ
サペンタエン酸（EPA）などのn-3系脂肪酸は、美しく健康なからだづく
りに欠かせない「よい油」といえます。

脂肪の減少と筋肉量アップのメカニズムに着目。 
メリハリボディは、自分でつくる。

モデーア  トリム〈ココナッツライム味〉

450mL（約 1ヵ月分）

ベニバナ由来の共役リノール酸（CLA）と、ハリとうるおいを支えるコラー

ゲンを組み合わせ、しなやかな筋肉を感じさせる若々しい美ボディへ。健

康的な食事と運動にプラスし、体組成を意識したボディマネジメントを応

援する、おいしいココナッツライム味。効率的に吸収できるクリーミーなリ

キッドタイプ。シュガー、グルテン、乳製品、GMO（遺伝子組み換え成分）

フリーです。

お召し上がり方　1⽇15mL（大さじ1杯程度）を⽬安にそのまま、あるいは⽔などに混ぜてお召し
上がりください。
栄養成分表示　（15mL当たり）熱量：45kcal、たんぱく質：0.3g、脂質：4.0g、炭⽔化物：1.9g、
⾷塩相当量：0.05g
主な原材料　ベニバナ油（CLA含有）、鶏胸軟⾻由来抽出物、⽔

9,800円（税込み）8%   	品番：17566JP

脂肪の燃焼に着目した 
必須脂肪酸・共役リノール酸（CLA）

ベニバナ油由来の必須不飽和脂肪酸・共役リノール酸

（CLA）は、からだに大切な油として注目を集めているリノー

ル酸の一種。燃焼サポートと筋肉に深い関わりがあるとい

われますが、体内ではつくられないため、食事から摂取する

ことが必要です。運動と併用することで、引き締まったから

だづくりをサポートします。

モデーアの 
ボディマネジメントプログラムとは

美しく引き締まったからだをつくるために大切なのは、BMI

（体格指数）や筋肉と体脂肪率などのからだのバランス（体

組成）を重視したボディマネジメントプログラム。そのため

には、極端な食事制限や過激な運動ではなく、適度な運動

やバランスのとれた食事により効率的に脂肪を燃焼しなが

ら、しなやかな筋肉をつけることが必要です。

セット製品はこちら ▶ P60
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120kcalで一食置き換え、チョコ味シェイク。

モデーア  チョコレート  ミールリプレイスメント

480g

エンドウ豆のたんぱく質を主原料に、必要なビタミン、ミネラ

ル、食物繊維をバランス配合したプロテインをドリンクで。低

カロリーでお腹持ちし、ビターチョコ味で満足感もある１杯

です。シェイカーで振ってどうぞ。

お召し上がり方　栄養補給のため、1回分32g（付属のスプーン約2杯）を⽬安に
約250mLの⽔に入れてよくかきまぜてからお召し上がりください。（お好みにより
⽔の量は調節いただけます。）
栄養成分表示　（1⾷32g当たり）熱量:120kcal、たんぱく質:14.0g、脂質:3.5g、
炭⽔化物:10.4g、⾷塩相当量:0.9g、ビタミンA:214µg、ビタミンB1:0.3mg、ビ
タミンB2:0.5mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:0.7µg、ビタミンC:13.0mg、
ビタミンD:3.5µg、ビタミンE:4.4mg、葉酸:77µg、ナイアシン:6.1mg、パントテン
酸:0.3mg、亜鉛:4.0mg、カリウム:480mg、カルシウム:270mg、鉄:7.5mg、マ
グネシウム:130mg、ヨウ素:56µg、リン:400mg
主な原材料　エンドウ豆たんぱく、ココア、蜂蜜粉末、ココナッツオイル、海藻粉末、
粉末セルロース、リン酸（K,Ca）、炭酸Mg、甘味料（ステビア）、グルコン酸亜鉛、乳
酸鉄、V.E、V.C、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.B1、パントテン酸Ca、β-カロテン、
葉酸、V.D、V.B12
栄養機能食品　亜鉛

※亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持を助け、たんぱく

質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

4,717円（税込み）8%   	品番：17521JP

栄養たっぷりで110kcal、バニラ味シェイク。

モデーア  バニラ  ミールリプレイスメント

480g

低カロリーでお腹持ちし、一食置き換えに活躍のプロテイン

をドリンクで。エンドウ豆のたんぱく質をベースに、ビタミン、

ミネラル、食物繊維を配合。バニラ味は、果物や他のジュー

スとのミックスもおすすめです。

お召し上がり方　栄養補給のため、1回分32g（付属のスプーン約2杯）を⽬安に
約250mLの⽔に入れてよくかきまぜてからお召し上がりください。（お好みにより
⽔の量は調節いただけます。）
栄養成分表示　（1⾷32g当たり）熱量:110kcal、たんぱく質:12.8g、脂質:2.5g、
炭⽔化物：12.6g、⾷塩相当量:0.9g、ビタミンA:215µg、ビタミンB1:0.4mg、ビ
タミンB2:0.5mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:0.7µg、ビタミンC:12.0mg、
ビタミンD:3.6µg、ビタミンE:3.7mg、葉酸:80µg、ナイアシン:5.2mg、パントテン
酸:0.4mg、亜鉛:4.0mg、カリウム:355mg、カルシウム:252mg、鉄:6.5mg、マ
グネシウム:99mg、ヨウ素:58µg、リン:380mg
主な原材料　エンドウ豆たんぱく、蜂蜜粉末、ココナッツオイル、海藻粉末、粉末セ
ルロース、リン酸（K、Ca）、甘味料（ステビア）、炭酸Mg、グルコン酸亜鉛、乳酸鉄、
V.E、V.C、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.B1、パントテン酸Ca、β-カロテン、葉酸、
V.D、V.B12
栄養機能食品　亜鉛

※亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持を助け、たんぱく

質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

4,717円（税込み）8%   	品番：17513JP

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありま

せん。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

計量スプーン付

計量スプーン付

セット製品はこちら ▶ P60
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毎日の生活を楽しみながら、美しく健康的なからだを手に入れるためのプログ

ラムです。痩せる目的や理想とする体型に合わせて最適な「痩せ方」を知ることで、

リバウンドしにくいからだを目指します。12週間のプログラムを実践して、心身
ともに生まれ変わったあなた自身を発見しましょう。

※食事や運動など生活習慣の改善と組み合わせて行うプログラムです。

モデーアのボディマネジメント 

12週間の実践プログラム

デトックス  WEEK 1～4 代謝アップ  WEEK 5～8 ライフスタイル  WEEK 9～12

·糖質を減らす

·野菜を増やす

·腸内環境をよくする

·空腹を楽しむ

·よいオイルを摂る

·たんぱく質を摂る

·エクササイズの習慣をつける

·歩数をカウントする

·鏡を見る

·よい睡眠をとる

·苦手な課題に取り組む

·痩せるライフスタイルを見つける

食生活を見直すことで体質を改善し、痩せ

やすいからだをつくる4週間。栄養バラン
スや腸内環境に着目した栄養補助食品や

サプリメントを取り入れ、からだの中から

すっきりと。

筋肉を増やすことで基礎代謝を上げ、脂肪

の燃えやすいからだを目指す4週間。から
だによい油やたんぱく質を積極的に摂り

ながら、運動時のエネルギーをサポートす

る製品を。

食事やエクササイズに加え、痩せやすい

ライフスタイルへとシフトする4週間。今
までの2ヵ月を振り返りながら、目標達成
に向けて、自分に足りない製品をプラス

しましょう。

サポートサプリメント

各週の目標に合わせて 
上手に組み合わせましょう。

4週間の基本セット

チョコレート ミールリプレイスメント

OR
バニラ ミールリプレイスメント

いずれか2ケ

トリム〈ココナッツライム味〉

1ケ

ファイバー

［P30］

CBX

［P56］

オメガ3

［P48］

くずの花イソフラボン

［P56］

プロバイオティック

［P44］

FTX

［P56］
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ボディマネジメントのスタートアップに最適な 
1ヵ月分の基本セット。

トリム ココナッツライム＆チョコミールセット

トリム1ヶと、チョコレート	ミールリプレイスメント2ヶを組み

合わせ、4週間のボディマネジメントプログラムに対応する基

本セットです。理想的な体組成の実現をサポートします。

セット内容

モデーア　トリム〈ココナッツライム味〉　450mL  ·············································  1ヶ
モデーア  チョコレート  ミールリプレイスメント　480g  ······································  2ヶ

18,466円（税込み）8%   	品番：61693JP
［定期配送の場合、10%OFFになります］16,620円（税込み）

ボディマネジメントのスタートアップに最適な 
1ヵ月分の基本セット。

トリム ココナッツライム＆バニラミールセット

トリム1ヶと、バニラ	ミールリプレイスメント2ヶを組み合わ

せ、4週間のボディマネジメントプログラムに対応する基本

セットです。理想的な体組成の実現をサポートします。

セット内容

モデーア　トリム〈ココナッツライム味〉　450mL  ·············································  1ヶ
モデーア  バニラ  ミールリプレイスメント　480g  ··············································  2ヶ

18,466円（税込み）8%   	品番：61694JP
［定期配送の場合、10%OFFになります］16,620円（税込み）

モデーアのボディマネジメント 

12週間の実践プログラムに合わせた2つの特別セット。
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注目のトリプル成分で、エネルギー燃焼へ。

モデーア  くずの花イソフラボン

180粒

エネルギー燃焼メカニズムに着目して生まれた栄養補助食品です。小さ

な１粒に注目の葛の花エキス、L-カルニチン、パントテン酸をトリプル配

合。カロリーが気になる方の毎日を、頼もしくサポートします。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇6粒程度を⽬安に⽔などと一緒にお召し上がりください。
栄養成分表示　（6粒当たり）熱量：6kcal、たんぱく質：0.2g、脂質：0.02g、炭⽔化物：1.2g、ナ
トリウム：0.4mg、パントテン酸：90mg、葛の花抽出物：300mg、L-カルニチン：100mg
主な原材料　葛の花抽出物、L-カルニチンL-酒石酸塩、還元麦芽糖、パントテン酸Ca、ステアリ
ン酸Ca

5,144円（税込み）8%   	品番：17505JP

食事の脂が気になったら、キトサンの習慣を。

モデーア  FTX
120粒

カニやエビの殻から抽出されるキトサンは、揚げ物やお肉、スイーツな

ど、脂肪分の多い食べ物がお好きな方におすすめの食物繊維です。食事

をしっかり楽しみたい方をサポート。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇1～2回、1回2粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりく
ださい。
栄養成分表示　（2粒当たり）熱量：7kcal、たんぱく質：0.3g、脂質：0.1g、炭⽔化物：1.2g、⾷
塩相当量：0.02g、キトサン：500mg
主な原材料　キトサン（カニ由来）、大豆レシチン 
特定原材料　カニ

5,874円（税込み）8%   	品番：17511JP

炭水化物系の主食がお好きな方に、白インゲン豆成分を。

モデーア  CBX
90粒

話題の成分フォセオラミンを含む白インゲン豆を主原料に、クエン酸や

カリウムが豊富なハイビスカス成分を配合。白米やパン、麺などがお好

きな方に。

お召し上がり方　栄養補給のため、1⽇3粒程度を⽬安に⽔と一緒にお召し上がりください。⾷品
ですのでいつお召し上がりいただいても構いませんが、特に炭⽔化物が気になる⾷事前の摂取をお
すすめします。
栄養成分表示　（3粒当たり）熱量：6kcal、たんぱく質：0.13g、脂質：0.05g、炭⽔化物：1.3g、
⾷塩相当量：0.03g
主な原材料　白インゲン豆抽出物、ハイビスカス抽出物

3,538円（税込み）8%   	品番：17502JP
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アクティブヘルス
スポーツ習慣をサポート

HEALTH & WELLNESS

はつらつとした、エネルギッシュな毎日のためのサプリメントです。 

スポーツシーンやアクティブなライフスタイルの強い味方に。
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さくっと動いて、からだをつくろう。 
運動の前後に、「フィットネスサプリ」
美容や健康への意識が高い人たちは、忙しい毎日の中でもウォーキングやジム、ヨガなどの運動習

慣を積極的に取り入れています。限られた時間の中で運動のパフォーマンスを向上させ、筋力をアッ

プするために大切なのが、必要な栄養を十分に補給すること。モデーアの「フィットネスサプリ」は、

1回あたり30分程度のシンプルで手軽な運動でも、前後に大切な成分を効率的にチャージすること
でパフォーマンスをサポート。モデーア独自の“リブクリーン処方”を採用したサプリメントです。

モデーア  プレアクティブ

7,560円（税込み）8%   	品番：16520JP

運動前に飲むことで、 
パフォーマンスの発揮をサポート。

モデーア  ポストアクティブ

7,020円（税込み）8%   	品番：16523JP

運動後に飲むことで、 
速やかなリカバリーをサポート。

水に溶かして 
手軽にお摂りいただける 
スティックタイプ。

爽やかな酸味のある 
ナチュラルフレーバー。

P59

P59

ドリンクにした状態�

（アスタキサンチン由来の色）

ドリンクにした状態�

（ビートルート由来の色）

国際的に知られたアンチドーピングプログラム、

英国LGC社の「インフォームドスポーツ」の認

証を受けています。プロのアスリートも安心し

て使用できる品質保証の証です。
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運動前に飲むことで、パフォーマンスの発揮をサポート。

モデーア  プレアクティブ

20包

運動に大切な筋力と持久力の維持、必要なエネルギーの確保に着目。クレアチン、

HMBカルシウム、ビートルートジュース濃縮物などを配合した、爽やかなブラックベ

リー・レモンフレーバーのフィットネスドリンク。エネルギーを効率よく生みだす準

備をすることで、短時間の運動でもパフォーマンスが発揮できるようサポートします。

お召し上がり方  運動の前におすすめします。1包を⽔（250～350mL）に溶かしてお召し上がりください。
栄養成分表示　（1包10.9g当たり） 熱量：16kcal、たんぱく質：0.1g、脂質：0g、炭⽔化物：4.1g、
⾷塩相当量：0.02g
主な原材料　クレアチン⽔和物、HMBカルシウム、βアラニン、ビートルートジュース濃縮物、緑茶
抽出物、ハナゴケ抽出物（VD3含有）、添加物：L-グルタミン、炭酸マグネシウム、クエン酸、イノシトー
ル、ベタイン、L-アスパラギン酸、パントテン酸カルシウム、ナイアシンアミド、VC、ビタミンB1、ビ
タミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12

7,560円（税込み）8%   	品番：16520JP

運動後に飲むことで、速やかなリカバリーをサポート。

モデーア  ポストアクティブ

20包

運動後の筋肉・リカバーに着目。必要な水分とイオンを補給し、速やかな

リカバーをサポートする、爽やかなクランベリー・シトラスフレーバーの

フィットネスドリンクです。L-グルタミン、アスタキサンチン、スミミザクラ濃

縮粉末、ココナッツウォーターパウダーなどを配合。

お召し上がり方　運動の後におすすめします。1包を⽔（360～480mL）に溶かしてお召し上がりく
ださい。
栄養成分表示　（1包7.5g当たり） 熱量：27kcal、たんぱく質：4.9g、脂質：0.06g、炭⽔化物：
2g、⾷塩相当量：0.05g
主な原材料　ココナッツウォーターパウダー、スミミザクラ濃縮粉末、ボスウェリア・セラータエキス
末、アスタキサンチン、⾷塩、添加物：L-グルタミン、炭酸マグネシウム、クエン酸、VC

7,020円（税込み）8%   	品番：16523JP

運動の前後に、パフォーマンス＆リカバリーをサポート。

プレ＆ポストセット

ジムやウォーキングなど、短時間の運動でもしっかり手応えを感じたい

方に。運動前に飲むことでパフォーマンスの発揮をサポートするプレアク

ティブと、運動後の水分・イオンの補給とリカバリーをサポートするポス

トアクティブ。健康的な毎日を支えるフィットネスドリンクのセットです。

セット内容

モデーア  プレアクティブ　20包  ·········································································  1ヶ
モデーア  ポストアクティブ　20包  ······································································  1ヶ

11,934円（税込み）8%   	品番：62151JP
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しなやかに動けるアクティブな毎日をトータルサポート。

トータルフィットネスセット

運動の前後に飲むフィットネスドリンク2点と、内側からのからだづくり

を支えるコラーゲンドリンク、たんぱく質を効率的に補給できるチョコ味

シェイクをセット。毎日の運動パフォーマンスをトータルにサポートし、ア

クティブな毎日、しなやかに動ける若々しいメリハリボディを目指せます。

セット内容

モデーア  プレアクティブ　20包  ·········································································  1ヶ
モデーア  ポストアクティブ　20包  ······································································  1ヶ
モデーア  リキッドバイオセルアクション　450mL  ··············································  2ヶ
モデーア  チョコレート  ミールリプレイスメント　480g  ······································  2ヶ

33,146円（税込み）8%   	品番：62149JP

注目のフィットネスドリンクと 
ボディマネジメントドリンクのセット。

プレ＆ポスト＆トリム  ココナッツライムセット

短時間の運動でもしっかり手応えを感じたい方に。運動の前後に飲むこ

とでパフォーマンス＆リカバリーをサポートするフィットネスドリンク2品

と、理想的な体組成を目指すボディマネジメントドリンクをセットで。アク

ティブで健康的な毎日、しなやかな筋肉を感じさせる若々しいメリハリ

ボディへ。

セット内容

モデーア  プレアクティブ　20包  ·········································································  1ヶ
モデーア  ポストアクティブ　20包  ······································································  1ヶ
モデーア  トリム〈ココナッツライム味〉　450mL  ···············································  1ヶ

20,264円（税込み）8%   	品番：62314JP
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HEALTH & WELLNESS ACTIVE HEALTH

アサイを味方にして、エネルギー補給を。

モデーア  アサイ ドリンク

90mL×12本

小さな実に溢れる栄養を含むアサイベリー。とくに運動時の

エネルギーに使う栄養が豊富です。これを主に12種類の果汁

と、消費の激しいビタミンB1、緑茶カフェインをミックス。ス

ポーツするからだをおいしく応援します。

お召し上がり方　1⽇1本（90ｍL）を⽬安にお召し上がりください。
栄養成分表示　（1本90mL当たり）熱量：73kcal、たんぱく質：0.7g、脂質：0.5g、
炭⽔化物：16g、ナトリウム：15mg、V.B1：1.5mg
主な原材料　アサイピューレ、ホワイトグレープピューレ、レッドグレープピューレ、
ブルーベリーピューレ、アプリコットピューレ、西洋梨ピューレ、キウイピューレ、アッ
プルピューレ、ザクロピューレ、ガラナ抽出物、V.B1
栄養機能食品　ビタミンB1

※ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

6,739円（税込み）8%   	品番：16501JP

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありま

せん。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

エネルギッシュな毎日を過ごしたい方、スポーツをする方に。

スーパーフルーツと呼ばれるアサイベリーをはじめ、 
緑茶カフェイン、ガラナ、ファイトニュートリエントを含む 
さまざまなフルーツ果汁をブレンド。

ガラナ

アサイベリーと同じくブラジルのアマゾン川流域に自生するムクロジ科のつる植

物。南米のインディヘナの部族は、粉末状にしたガラナ種子をペースト状にして保

存し、必要な時にお湯に溶かし砂糖で甘味をつけて毎日のエネルギー源として飲

んでいました。現代では、ブラジルをはじめ多くの国々で炭酸飲料や嗜好食品、栄

養補助食品の原料として利用されています。

アサイベリー

ブラジルのアマゾン川流域に自生し、何百年もの間アマゾンの先住民の貴重なエ

ネルギー源として食されてきたフルーツ。過酷な環境下で育つため、自分の実を

守るために多くの栄養素をつくりだし、必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸、アミノ

酸、ポリフェノールを含むファイトニュートリエント（植物

栄養素）、ビタミン、ミネラル、食物繊維などきわめて栄養

価が高く、スーパーフルーツと呼ばれています。ファイト

ニュートリエントは、活性酸素から体を守り、私たちのい

きいきとした生活を維持する大切な栄養素の一つです。
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見た目だけでなく、生き方までも美しくありたい。そんなこだわりをもつ方

のために、スキンケアからヘアケア、ボディケア、オーラルケアまで、トー

タルな美しさとすこやかさを提案します。安全・安心を大切にするため、パ

ラベンや鉱物油などを使用せず、心地よいテクスチャーと香りに包まれたラ

インナップです。

パーソナルケア

プロダクトカテゴリー

セルプルーフ  ·········································· 68

スキンケア  ············································· 74

ブライトニング  ········································ 79

メイク  ···················································· 83

サンケア  ················································ 85

ボディケア ··············································· 87

ヘアケア  ················································ 92

オーラルケア  ·········································· 97

PERSONAL CARE
か ら だ と 肌 が 喜 ぶ 、 充 実 の ケ ア
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モデーアのパーソナルケアとは

美しい生き方をサポートする、 
安全・安心にこだわった製品

毎日のお手入れに欠かせない製品だからこそ、美容

効果はもちろん、安全・安心にも最大限配慮しました。

「モデーア成分ガイドライン」に基づき、安全性につ

いて少しでも賛否ある成分は、極力使用を避けてい

ます。

ラウリル硫酸 
ナトリウム

（ラウレス硫酸ナトリウム）

フッ化ナトリウム

タルク

パラベン類
ポリエチレン 
グリコール

ワセリン トリクロサン

【配合しない成分の例】

What is MODERE
PERSONAL CARE

PERSONAL CARE

ラウリル硫酸ナトリウムとは

石けんやシャンプー、歯磨き粉などに配合される界面活性

剤の一種。強力な洗浄力で皮脂を取り去るため、皮膚や粘

膜への刺激や保湿維持機能の低下、口腔内への影響など

が懸念されています。ラウレス硫酸ナトリウムは、ラウリル

硫酸ナトリウムを改良して刺激を抑えた成分ですが、製造過

程で用いられる化合物で、環境ホルモンの働きを持つエチ

レンオキサイドが残留物として含まれていることがあります。
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植物の自然の力と 
先進

※1
テクノロジーをバランスよく融合

「思いやりのある科学」＝自然と科学の融合。たとえ

ば、モデーアWラインでは、フランス南西部の海岸

松由来の「フラバンジェノール®」※2を特長成分とし、

独自の「三相乳化技術」※3により、界面活性剤フリー

を実現。自然由来成分のパワーを引き出すため、先

進の科学や技術を活かし、「思いやりのある」製品

へと結実させました。

※1��当社内で。

※2��フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディショニング成分）

※3��神奈川大学の製法特許（特許番号：3855203）です。

香料に関する 
厳しい安全基準

国際安全規格に準拠し、溶媒として使用されること

の多いフタル酸エステル、PEG（ポリエチレングリコー
ル）なども、完全不使用が証明された香料のみを使

用しています。

安全性とやさしさにこだわった 
メイク製品

顔料を厳選し、タルクやパラベンを添加しないこだ

わりの処方。また、スキンケアレベルのトリートメン

ト性を目指し、肌を守りながらうるおいを与える成

分を配合しました。紫外線吸収剤を配合せず、肌に

やさしくUVから保護します。

口腔環境をすこやかに保つ 
オーラルケア

健康に大切な口腔環境へのやさしさと安全性にこ

だわり、安全性に賛否ある成分として、フッ化ナトリ

ウム（フッ素）は配合していません。モデーアのオー

ラルケア製品は、アメリカ・ワシントンDCを本拠地
とす る 非営利団体、EWG（Environmental 
Working Group）の認証を受けています。
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PERSONAL CARE SKIN CARE

クレンジング・洗顔 化粧水 美容液 スペシャル目元ケア 乳液・クリーム

毎日 週に２～３回 毎日 毎日 毎日 毎日

 ・  または  ・  ・  ・ 

普通＆混合肌

脂性肌

乾性肌

エイジング肌

ブライトニング肌

モデーア スキンケア製品チャート

モデーア 
セルプルーフ インターフュージョン
30mL  10,384円 ［P71］

モデーア  リフレッシングローション
115mL  3,003円　［P75］

モデーア  リフレッシングローション
115mL  3,003円　［P75］

モデーア 
 モイスチャライジングローション

115mL  3,003円　［P75］

モデーア  モイスチャライジングローション
115mL  3,003円　［P75］

モデーア 
アイメイクアップリムーバー

120mL  2,162円　［P75］

モデーア  リフレッシングクレンザー
125mL  2,402円　［P76］

モデーア 
リフレッシングクレンザー

125mL  2,402円　［P76］

モデーア 
モイスチャライジングクレンザー

125mL  2,402円　［P76］

モデーア 
モイスチャライジングクレンザー

125mL  2,402円　［P76］

モデーア  マイルドスクラブ
50mL  2,162円 ［P76］

モデーア  W  ローション
医薬部外品 

120mL  4,232円　［P81］

＊マイルドスクラブ、および　セルプルーフ　インターフュージョンは週２～３回お肌の状態に合わせてご使用ください

＊チャートは基本的なおすすめ製品です。ご自身のお肌の状態やお好みでお選びいただくことができます。

または

または

または
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PERSONAL CARE SKIN CARE

クレンジング・洗顔 化粧水 美容液 スペシャル目元ケア 乳液・クリーム

毎日 週に２～３回 毎日 毎日 毎日 毎日

 ・  または  ・  ・  ・ 

普通＆混合肌

脂性肌

乾性肌

エイジング肌

ブライトニング肌

モデーア  セルプルーフ セラム
30mL  8,800円　［P71］

モデーア  セルプルーフ セラム
30mL  8,800円　［P71］

モデーア  セルプルーフ モイスチャライザー
50mL  7,898円　［P71］

モデーア  セルプルーフ アイクリーム
10mL  3,700円　［P73］

モデーア  セルプルーフ アイクリーム
10mL  3,700円　［P73］

モデーア  デイモイスチャライザー
SPF15・PA++  50mL  3,003円　［P77］

モデーア  デイモイスチャライザー
SPF15・PA++  50mL  3,003円　［P77］

モデーア  デイクリーム
50mL  3,603円　［P77］

モデーア  デイクリーム
50mL  3,603円　［P77］

モデーア  ナイトモイスチャライザー
50mL  3,603円　［P77］

モデーア  ナイトモイスチャライザー
50mL  3,603円　［P77］

モデーア  ナイトクリーム
50mL  5,148円　［P78］

モデーア  ナイトクリーム
50mL  5,148円　［P78］

モデーア  デュアルアクションアイジェル
21mL   4,005円　［P78］

モデーア  W  セラム
医薬部外品 

50mL  7,092円　［P81］

モデーア  W  セラム
50mL  7,092円　［P81］

モデーア  W  デイモイスチャライザー
医薬部外品  SPF25・PA+++ 

30mL  4,347円 ［P82］

モデーア  W  ナイトクリーム
医薬部外品 

30g  5,948円　［P82］

または

または

または

または
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セルプルーフ
PERSONAL CARE

モデーア独自のコラーゲンサイエンスをスキンケアに応用し、 

ハリ、ツヤ、うるおいを包括的にサポートする、エイジングケア※ラインです。

※年齢に応じたお手入れのこと
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PERSONAL CARE CELLPROOF

肌の若々しさを支える体内のコラーゲン、ヒアルロン酸の量は、年齢を

重ねるとともに減少します。ハリ、ツヤ、うるおいに満ちた肌を保つた

めには、大切な栄養素を体の内側から補給することはもちろん、スキン

ケアで外側からお手入れすることが大切。そんな「内外美容」の考え方

から生まれたのが、セルプルーフラインです。ヒアルロン酸を含む独自

のコラーゲンと厳選された自然由来の美容成分の組み合わせで、弾む

ようなハリ感あふれる、輝くようなツヤ肌へ。

ハリ、ツヤ、うるおいのある肌は、若々しさの証明。 
独自のコラーゲンサイエンステクノロジー＋美容成分で、

上向きの美しさへ。

モデーア セルプルーフ エッセンシャルセット

19,999円（税込み）10%   	品番：61927JP

セルプルーフのライン使いで、 
ハリ、ツヤ、うるおい実感。

セット内容

モデーア  セルプルーフ インターフュージョン　30mL  ·······································  1ヶ
モデーア  セルプルーフ セラム　30mL  ······························································  1ヶ
モデーア  セルプルーフ モイスチャライザー　50mL  ··········································  1ヶ

P72

※�インターフュージョンに�

コラーゲンは含まれて�

おりません。



全方位的エイジングケア＊  

モデーア  セルプルーフで、さらに上向く美しさ。   

＊年齢に応じたお手入れのこと

モデーア  セルプルーフ  セラム引き
締める

美容液

肌を落ち着かせて整える

年齢を感じさせない、いきいき

とした印象へ

乾燥や、乾燥によるシワが気になる

肌にうるおいを与え、保湿力を高め

ることでふっくらとハリのある肌へ

被膜効果により、肌を引き締め

キメを整える

つけた瞬間、肌がピン！と引き締まるような心地よさ。ヒアルロン酸

を含む独自のコラーゲンと、厳選された自然由来の美容成分を組

み合わせたエイジングケア＊美容液です。

セラムのアプローチ

分子量が大きいコラーゲンやヒアルロ

ン酸を超低分子化し角質層への浸透性

を高めました。さらに、ビューティー

ベール（被膜）が肌表面をなめらかに整

え、心地よいハリ感を与えます。

保湿成分と被膜成分で
ハリ肌を実感

ビューティーベール
（被膜）

コラーゲン

エアレスで使いやすい

プッシュ式の容器を採用

エアレスで使いやすい

プッシュ式の容器を採用プッシュ式の容器を採用

モデーア  セルプルーフ  モイスチャライザー
潤す

保湿
クリーム

ライトな感触で心地よくなじみ、弾むようなハリ感とみずみずしいう

るおいを与えるエイジングケア＊保湿クリーム。しっとりつややかな

ハリ肌へと導きます。

肌にみずみずしいう

るおいを与える

若々しくいきいきとし

た印象の肌を保つ

ピンと引き締まったハ

リ感のある肌へ導く

肌をしっとりなめらか

にし、キメを整える

モデーア  セルプルーフ  インターフュージョン

「Ox3TM」の酸素デリバリーシステム

肌表面で発泡した酸素が角質層に入り込み、

有用成分をすみずみまで届けます。

10秒後 30秒後 90秒後

整える

パック

塗ってすぐに肌表面で発泡し、角質層に

酸素を届ける「Ox3TM」配合のジェル状

パック。肌本来の力をサポートし、セル

プルーフ セラムの浸透※を高めます。
※角質層まで

表
皮

角
質
層
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ピン！と実感、弾むハリツヤ。肌の未来を上向きに。

モデーア  セルプルーフ セラム

美容液　30mL

年齢を感じさせないハリ感、輝くようなツヤとうるおいに満ちた肌のた

めに。ヒアルロン酸を含む独自のコラーゲンと、厳選された自然由来

の美容成分を組み合わせたユニークな処方で、未来まで続く若々しさ

を育む美容液です。つけた瞬間、肌がピン！と引き締まるような使い心

地も魅力。弾むようなハリとしっとりとしたうるおいを肌にあたえて、乾

燥による小じわを目立たなくします。（効能評価試験済み）

使用方法　朝晩、洗顔後に化粧⽔でお肌を整えた後、適量（３~５滴）を手にとり、顔、首、デコルテ
まで伸ばします。その後、肌タイプ合わせたモイスチャライザーやクリームをお使いください。
主な配合成分　加⽔分解ニワトリ軟⾻エキス（保湿成分）、アラビアゴム（粘着剤）、加⽔分解リゾビ
アンガム（粘着剤）、アロエベラ液汁（保湿成分）、ビタミンC（アスコルビン酸テトラヘキシデシル（油
溶性ビタミンC誘導体）：皮膚コンディショニング成分）、アノゲイススレイオカルプス樹皮エキス（皮
膚コンディショニング成分））、プルーン種子エキス（フレンチプラムオイル：保湿成分）、アラントイン

（皮膚コンディショニング成分）、メドウフォームエストリド（エモリエント成分）

8,800円（税込み）10% 	 	品番：11045JP

ハリツヤとみずみずしいうるおいを与え、 
ふっくらとなめらかな肌へ。

モデーア  セルプルーフ モイスチャライザー

保湿クリーム　50mL

ヒアルロン酸を含む独自のコラーゲンとアスタキサンチン（ヘマトコッカ

スプルビアリスエキス由来）、ビタミンC誘導体、自然由来の美容成分配

合。肌に弾むようなハリ感とみずみずしいうるおいを与えるライトなク

リームです。セラムと組み合わせて使うことでコラーゲンやエラスチンの

働きをサポートし、ふっくらとしたハリとしっとりとしたうるおいをあたえ、

乾燥による小じわを目立たなくします。（効能評価試験済み）

使用方法　洗顔後の清潔な顔に、化粧⽔と美容液で肌を整えた後、適量（2プッシュ）を手にとり、顔、
首、デコルテまでやさしく伸ばします。
主な配合成分　加⽔分解ニワトリ軟⾻エキス（保湿成分）、ヘマトコッカスプルビアリスエキス（皮膚
コンディショニング成分）、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル（ビタミンC誘導体、皮膚コンディ
ショニング成分）

7,898円（税込み）10% 	 	品番：11051JP

角質層に酸素を届け、セラムの浸透をブースト。

モデーア  セルプルーフ インターフュージョン

パック　30mL

洗顔後の肌に塗るとすぐに発泡し、角質層に酸素を届ける「Ox3™」配

合のジェル状パック。美しくなろうとする肌本来の力をサポートし、後か

ら使用するセラムの浸透※を高めます。角質層のすみずみまで有用成分

を届けながら、みずみずしいうるおいでキメを整え、ハリのあるなめらか

な肌へ。	 ※角質層まで

使用方法　洗顔後の清潔で⽔気をふき取った乾いた肌にインターフュージョンを適量（3～6プッ
シュ）指先に取り、やさしく円を描くよう塗布します。５分程度おいた後、ぬるま湯で洗い流します。
主な配合成分　コエノクロリスシグニエンシスエキス、オオマツユキソウ球根エキス、パーフルオ
ロヘキサン、パーフルオロデカリン、ペンタフルオロプロハン
上記成分：皮膚コンディショニング成分

10,384円（税込み）10% 	 	品番：11053JP



3ステップの相乗効果で、ハリ、ツヤ、うるおいを実感

セルプルーフ  
インターフュージョン

朝

夜

化粧水

セルプルーフ  
セラム

セルプルーフ  
モイスチャライザー

ファンデーション

洗顔後すぐにインターフュージョンを使うことで、セラムの浸透をブースト。
さらにセラムにモイスチャライザーを組み合わせることで、バイオセルコラーゲンの働きが一層期待できます。

セルプルーフ スキンケアシステム

＊週に2～3回の使用をおすすめします。

引き
締める

美容液

潤す

保湿
クリーム

整える

パック

潤す
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弾むハリツヤとうるおいを届けるエイジングケア＊セット。

モデーア  セルプルーフ デュオセット

年齢を感じさせないハリ感、輝くようなツヤとうるおいに満ちた肌のた

めに。ヒアルロン酸を含む独自のコラーゲンと、厳選された自然由来の

美容成分を組み合わせたエイジングケア＊美容液、保湿クリームのセット

です。併せて使うことで、よりみずみずしく、ふっくら若々しい肌へ。

＊年齢に応じたお手入れのこと

セット内容

モデーア  セルプルーフ セラム　30mL  ······························································  1ヶ
モデーア  セルプルーフ モイスチャライザー　50mL  ··········································  1ヶ

15,999円（税込み）10% 	 	品番：61926JP

セルプルーフのライン使いで、ハリ、ツヤ、うるおい実感。

モデーア セルプルーフ エッセンシャルセット

年齢を感じさせないハリ感、輝くようなツヤとうるおいに満ちた肌のた

めに。ヒアルロン酸を含む独自のコラーゲンと、厳選された自然由来の

美容成分を組み合わせたエイジングケア＊美容液、保湿クリームに、美容

液の浸透をブーストするジェル状パックをセットしました。

＊年齢に応じたお手入れのこと

セット内容

モデーア  セルプルーフ インターフュージョン　30mL  ·······································  1ヶ
モデーア  セルプルーフ セラム　30mL  ······························································  1ヶ
モデーア  セルプルーフ モイスチャライザー　50mL  ··········································  1ヶ

19,999円（税込み）10% 	 	品番：61927JP
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「内外美容」でトータルに育むハリのある美しさ。

モデーア  セルプルーフ  
トータルビューティーセット

外側からのスキンケアと内側からの栄養補給で、年齢を感じさせないハリ

感、輝くようなツヤとうるおいに満ちた美しさへ。セルプルーフのエイジ

ングケア＊美容液、保湿クリーム、ジェル状パックに、独自のコラーゲンと

豊富な美容成分を配合したビューティードリンクを加えたセットです。

＊年齢に応じたお手入れのこと

セット内容

モデーア  セルプルーフ インターフュージョン　30mL  ·······································  1ヶ
モデーア  セルプルーフ セラム　30mL  ······························································  1ヶ
モデーア  セルプルーフ モイスチャライザー　50mL  ··········································  1ヶ
モデーア  リキッドバイオセルスキン　液体コラーゲン栄養補助⾷品  ···········  2ヶ

31,900円（税込み）10% 	 	品番：61948JP
［定期配送の場合、10%OFFになります］28,710円（税込み）

NEW

NEW
ふっくらハリツヤ、すっきりなめらか。若々しいまなざしのために。

モデーア  セルプルーフ アイクリーム

目もと用クリーム　10mL

ハリの低下や乾燥、くま、くすみ…。エイジングサインが出やすい目もと

を集中ケアする、ライトな感触のクリームです。ヒアルロン酸を含む独自

のコラーゲンと厳選された自然由来の美容成分との組み合わせで、ふっ

くらとした弾力、うるおいあふれるなめらかな肌へ。すっきりとした若々

しいまなざしへと導きます。

使用方法　朝晩、洗顔後に化粧⽔と美容液で肌を整えた後、適量（片⽬につき米粒大）を指先に取
り⽬の下にのせ、内側から外側にむかってやさしく伸ばします。
主な配合成分　加⽔分解ニワトリ軟⾻エキス（保湿成分）、ザクロ種子エキス（皮膚コンディショニ
ング成分）、トコフェロール（皮膚コンディショニング成分、ビタミンE）、コーヒー種子エキス（皮膚
コンディショニング成分）、ショウガ根エキス（皮膚コンディショニング成分）、メリッサ葉エキス（皮
膚コンディショニング成分）、アロエベラ葉エキス（エモリエント成分）

3,700円（税込み）10% 	 	品番：11058JP

キュッとハリ感のある肌のボディ、しなやかなシルエットへ。

モデーア  セルプルーフ ファーミングボディムース

ボディ用ムース　200mL

ヒアルロン酸を含む独自のコラーゲンと、ハス葉エキス、マカから抽出し

たレピジウムメイエニエキスなど自然由来の美容成分配合。気になる部

分になじませるだけでふっくらとした弾力とうるおいを与え、キュッと引

き締まった肌のボディへ。天然のココナッツとフレッシュベリーのラグジュ

アリーな香り。

使用方法　朝晩、入浴後などの清潔な肌に適量（2～5 プッシュ）を、首、二の腕、わき腹、ヒップなど、
ボディの気になる箇所にフォームがなじむまでマッサージしながら伸ばします。洗い流す必要はあり
ません。
主な配合成分　加⽔分解ニワトリ軟⾻エキス（保湿成分）、レピジウムメイエニエキス（皮膚コン
ディショニング成分）、ハス葉エキス（皮膚コンディショニング成分）、ザクロ果実エキス（保湿成
分）、セイヨウハッカ油（皮膚コンディショニング成分）、メドウフォームエストリド（エモリエント成
分）、クランベアビシニカ種子油（エモリエント成分）、アロエベラ液汁(保湿成分)

5,500円（税込み）10% 	 	品番：11056JP
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肌タイプと目的に応じて選べる、基本のスキンケア。 

使い続けることで感じる美しさへの予感に、毎日のお手入れの時間が楽しくなります。
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しっとり、やわらかく、ミストで爽快にうるおいチャージ。

モデーア  リフレッシングローション

混合肌用化粧水　115mL

さっぱりとみずみずしい感触で、弾むような肌へと導く化粧水。ミストタ

イプなので、日中、乾燥が気になるときの水分補給にもぴったりです。

使用方法　肌に直接2～3回スプレーするか、手やコットンに適量とり、肌になじませます。
主な配合成分　ハベルレアロドペンシス葉エキス（保湿成分）、ハマメリス⽔（皮膚コンディショニン
グ成分）、ビート根エキス（皮膚コンディショニング成分）

3,003円（税込み）10% 	 	品番：11010JP

悩める乾性肌に届けたいしっとりなめらかなうるおい。

モデーア  モイスチャライジングローション

乾性肌用化粧水　115mL

コクのあるリッチな感触とともに、オウゴン根エキスなどの保湿成分やヒ

ラマメ種子エキスなどの肌を守る成分が浸透※。いつも乾燥しがちな肌

や、紫外線による乾燥などのダメージ、エイジングサインが気になる肌

に、あふれるようなうるおい感を届けます。

※�角質層まで。

使用方法　手またはコットンに適量をとり、肌にやさしくなじませます。
主な配合成分　オウゴン根エキス（保湿成分）、ヒラマメ種子エキス（保護成分）、加⽔分解カラスムギ
タンパク（皮膚コンディショニング成分）、アラントイン（皮膚コンディショニング成分）、ビオサッカリドガ
ム-1（皮膚コンディショニング成分）、ハマメリス⽔（皮膚コンディショニング成分）

3,003円（税込み）10%  	品番：11009JP

にじみにくいアイメイクも 
しっかりやさしく落としたい方に。

モデーア  アイメイクアップリムーバー

目もと用メイク落とし　120mL

ウォーター×オイルベースのWパワーで、にじみにくいタイプのマスカラ

もしっかり落とせます。さらにクレンジング後の肌コンディションにも配

慮。デリケートな目もとを、すこやかな印象に整えます。

使用方法　ご使用前にボトルをよく振り、混ぜ合わせます。コットンに適量（500円大）を含ませ、や
さしくふきとります。その後、洗顔料などで洗顔してください。
主な配合成分　デシルグルコシド（洗浄成分）、イソヘキサデカン（エモリエント成分）、リン酸K（pH
調整成分）

2,162円（税込み）10%  	品番：11008JP
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爽やかに洗いあげ、みずみずしくすこやかな肌に。

モデーア  リフレッシングクレンザー

混合肌用洗顔料　125mL

きめ細かな泡立ちで、メイクや汚れ、余分な皮脂をすっきりと洗い流す

ジェルタイプの洗顔料です。肌のすこやかさを考慮して配合されたスギ

ナエキス※などの植物成分が肌を整え、肌荒れを防止するとともにうる

おい感を保ちます。

※�スギナエキス（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量（さくらんぼ粒大）を清潔なぬれた手にとり、よく泡立ててからやさしく洗います。そ
の後、⽔またはぬるま湯で洗い流します。
主な配合成分　ナイアシンアミド（皮膚コンディショニング成分）、オランダガラシ葉エキス（皮膚コ
ンディショニング成分）、スギナエキス（皮膚コンディショニング成分）

2,402円（税込み）10%  	品番：11012JP

泡立てずやさしく洗えます。 
汚れすっきり、肌しっとり。

モデーア  モイスチャライジングクレンザー

乾性肌用洗顔料　125mL

植物由来のアーモンド油※を配合。泡立てず洗うクリームタイプの洗顔料

が、肌に必要なうるおいを守りながら、メイクや皮脂汚れをやさしく落と

します。

※�アーモンド油（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量（さくらんぼ粒大）を清潔なぬれた手にとり、泡立てずにやさしくマッサージするよう
に洗います。その後、⽔またはぬるま湯で洗い流します。
主な配合成分　アーモンド油（皮膚コンディショニング成分）、プルーン種子油（皮膚コンディショニ
ング成分）、アロエベラ液汁（皮膚コンディショニング成分）

2,402円（税込み）10%  	品番：11017JP

植物由来成分のスクラブで 
古い角質も毛穴の汚れも洗い流そう。

モデーア  マイルドスクラブ

スクラブ洗顔料　50mL

ホホバエステル※などの植物由来成分を配合したマイルドなクリームタ

イプのスクラブです。古くなった角質や毛穴の奥の汚れをしっかりと除

去。肌の表面をなめらかに整えながら、水分を受け入れやすい状態に導

いてくれます。

※�ホホバエステル（エモリエント成分、角質除去成分）

使用方法　適量（さくらんぼ粒大）を清潔なぬれた手にとり、⽬に入らないように顔全体にやさしく
マッサージするようになじませます。その後洗い流します。週に2～3回のご使用をおすすめします。
主な配合成分　加⽔分解オプンチアフィクスインジカ花エキス（皮膚コンディショニング成分）、ホホ
バエステル（エモリエント成分・角質除去成分）、スパイニーバンブー茎エキス（皮膚コンディショニ
ング成分）

2,162円（税込み）10%  	品番：11003JP

※�EWGについてはP98をご参照ください。
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乾燥からも紫外線からも肌を守る毎朝の習慣。

モデーア  デイモイスチャライザー 
[SPF15・PA++]

混合肌用乳液　50mL

肌の水分・油分のバランスを整えながら、紫外線からもしっかり守る、プ

ランクトンエキス※	配合の朝用乳液です。乾燥が気になる部分にうるお

いを補給。思わず触れてみたくなる、さらっとなめらかな肌に整えます。

※�プランクトンエキス（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量を手にとり、肌にやさしくなじませます。
主な配合成分　酸化亜鉛（UVカット成分）、レシチン（皮膚コンディショニング成分）、プランクトン
エキス（皮膚コンディショニング成分）、ペルシアグルミ種子エキス（皮膚コンディショニング成分）

3,003円（税込み）10%  	品番：11005JP

乾燥が気になる肌に毎朝してあげたいこと。

モデーア  デイクリーム

乾性肌用クリーム　50mL

するっと心地よくなめらかにのび、肌をうるおいで満たしながらキメ細か

く整えていく朝用クリームです。ビート根エキス（皮膚コンディショニング

成分）や、チャ葉エキス（保護成分）などの配合で、乾燥が気になる肌を

つややかな印象に。

使用方法　適量を手にとり、肌にやさしくなじませます。
主な配合成分　ビート根エキス（皮膚コンディショニング成分）、チャ葉エキス（保湿・皮膚コンディ
ショニング成分）、ハベルレアロドペンシス葉エキス（保湿成分）、ハイビスカス花エキス（皮膚コンディ
ショニング成分）

3,603円（税込み）10%  	品番：11004JP

さらっと心地いいのにしっかりうるおうのはナゼ？

モデーア  ナイトモイスチャライザー

混合肌用乳液　50mL

さらっとしたつけ心地の夜用乳液です。適度なうるおいを補給しながら、

なめらかでハリ感のある肌へ導きます。この心地よさは、独自に配合さ

れたスキンコンディショニング成分※	ならではのものです。

※�パンテノール（皮膚コンディショニング成分）、マンヌロン酸メチルシラノール（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量を手にとり、肌にやさしくなじませます。
主な配合成分　スキンコンディショニングブレンド：ステアリン酸ソルビタン（乳化成分）、イソステ
アリン酸イソプロピル（エモリエント成分）、パンテノール（皮膚コンディショニング成分）、マンヌロン
酸メチルシラノール（皮膚コンディショニング成分）、ベヘニルアルコール（乳化安定成分）のブレンド
成分、リシンシラントリオール（皮膚コンディショニング成分）、ヒマワリ種子エキス（皮膚コンディショ
ニング成分）

3,603円（税込み）10%  	品番：11007JP
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PERSONAL CARE SKIN CARE

眠っている間にうるおって 
やわらかくつややかな肌へ。

モデーア  ナイトクリーム

乾性肌用クリーム　50mL

トリプルペプチド複合体※を配合したナイトクリームです。睡眠中の肌に

うるおいを閉じこめて、ふっくら、なめらかに。ツヤ感のあるすこやかな

肌に整えます。紫外線の影響が出やすいデコルテまでのしっかりケアに

もどうぞ。

※�アセチルヘキサペプチド-8、アセチルオクタペプチド-3、ヘキサペプチド-11の3つのペプチド（皮膚コンディ

ショニング成分）

使用方法　適量を手にとり、肌にやさしくなじませます。
主な配合成分　カカオ脂（エモリエント成分）、マンゴー種子脂（エモリエント成分）、ヒアルロン酸Na

（保湿成分）、アセチルヘキサペプチド-８（皮膚コンディショニング成分）

5,148円（税込み）10%  	品番：11006JP

見ため年齢を左右する目もとをしっかり集中ケア。

モデーア  デュアルアクションアイジェル

目もと用美容液　21mL

乾燥、小ジワ、くま…。疲れや年齢が出やすい目もとを集中的にケアしま

す。シロバナルーピン※から抽出された植物タンパクを配合したジェル

が、薄くて繊細な目もとの皮膚の柔軟性を保ち、ハリ感を与えます。

※�加水分解シロバナルーピンタンパク（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量を指先にとり、⽬もとにやさしくなじませます。
主な配合成分　加⽔分解シロバナルーピンタンパク（皮膚コンディショニング成分）、アルファルファ
種子エキス（皮膚コンディショニング成分）、加⽔分解エラスチン（皮膚コンディショニング成分）

4,005円（税込み）10%  	品番：11022JP

ベタつかずにうるおい感をしっかりキープ。 
マッサージにも使えるオイルタイプの美容液。

モデーア  フェイスオイル

美容オイル　20mL

カニナバラ果実エキス※1、ショウガ根エキス※2などの植物オイルと植物

エキスを独自にブレンド。乾燥によるざらつきやごわつき、くすみ※3が気

になる肌をやわらげてキメを整え、ハリ感のあるなめらかな状態に導き

ます。

※1�皮膚コンディショニング成分。�※2�皮膚コンディショニング成分。�※3�肌のツヤや透明感が減少し、皮膚の

凹凸などによる影によって明度が低下して暗く見える状態。

使用方法　適量を手にとり、顔や首、特に⽬のまわりなど気になる部分につけて、やさしくマッサー
ジしてください。
主な配合成分　カニナバラ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）、ショウガ根エキス（皮膚コン
ディショニング成分）、コシロノセンダングサエキス（皮膚コンディショニング成分）

4,556円（税込み）10%  	品番：11020JP
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ブライトニング
PERSONAL CARE

輝くような明るい肌を目指すブライトニングライン※１です。 

注目の成分・フラバンジェノール ® ※ 2、美白※１有効成分・アルブチン、 

そして独自の三相乳化技術※ 3 で、透明感にあふれる肌へ。

※ 1.	メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。	※ 2.	フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディショニング成分）　

※ 3. 神奈川大学の製法特許（特許番号：3855203）です。
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PERSONAL CARE BRIGHTENING

独自の三相乳化技術
※3

を採用 
素肌が喜ぶハーモナイジング

界面活性剤を使用することなく水と油を乳化する独

自の三相乳化技術※3を採用。特長成分を、肌に負担

をかけることなく行き渡らせ、心地よいうるおいで包

み込みます。軽く快適な使用感、肌にやさしいブライ

トニングライン※1を実現しました。

日焼けによるシミだけでなく、年齢を重ねることによるメラニンの排出力の低下

から、ほくろのように現れ、次第に濃くなり居座ってしまう「居座りシミ」に着目。

特長成分フラバンジェノール®※2と美白※1有効成分・アルブチンを配合し、透明

感ある明るい肌へと導きます。

日焼けによるシミだけでなく、 

年齢とともに現れる未来のシミに着目。

包括的なアプローチを目指した 

モデーアのブライトニング
※1

注目の成分 「フラバンジェノール ®」※2

フランス南西部の海岸松から抽出。過酷な環境で

育った樹皮には、OPC（オリゴメリック・プロアント
シアニジン）と呼ばれるポリフェノールが含まれてい

ます。

信頼の美白
※1

有効成分「アルブチン」

メラニン生成に不可欠な酵素であるチロシナーゼの

働きを阻害するといわれている美白※1有効成分。シ

ミやソバカスのもとにアプローチし、透明感あふれ

る明るい肌へ。

（イメージ）

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。 
※2  フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディショニング成分）
※3 神奈川大学の製法特許（特許番号：3855203）です。

水分と油分の層がミルフィーユ

状に重なり合って結合するラメラ

構造が肌の保湿構造と近いた

め、特長成分を角質層のすみず

みまで届け、軽く心地よい使用

感としっとり感を持続させます。
 

時間（日） 10 20

度
解
分

モデーア  ディッシュウォッシュ  

モデーア  ランドリーディタージェント  

  

（低）

（高）

（日）

フラバンジェノール®

大豆胚軸エキス マンゴスチンエキス

3種類のポリフェノール

低分子フィッシュコラーゲン

マリンプラセンタ

ビューティーサポート成分

木

火

土金

水

ビタミンK

ビタミンC

ビタミンA

ビタミンD

ビタミンE

ビタミンB1

ビタミンB2

ナイアシン

ビタミンB6

葉酸

ビタミンB12

パントテン酸

ASTM※

認定値

モデーア  マルチビタミン3粒で
1日に必要なビタミンの

摂取推奨・目安量※を満たします

12種類のビタミンを
バランスよく

（イメージ）

油溶性成分

水溶性成分ナノ粒子
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PERSONAL CARE BRIGHTENING

ブライトニングパワーを強化したブライトニング※1化粧水で、明るい未来へ。

モデーア  W  ローション （医薬部外品）
化粧水　120mL

ハス種子乳酸菌発酵液※2とプルーン酵素分解物※2を加えた処方で、ブ

ライトニングパワーを強化。フラバンジェノール®※3や美白※1有効成分・

アルブチンなどの特長成分とともに角質層を満たします。シミとなるメラ

ニンの生成ルートに複合的に働きかけ、透明感あふれる肌へ導きます。

※1�メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。※2�皮膚コンディショニング成分　※3�フランスカイガンショ

ウ樹皮エキス（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量（500円玉大）を手またはコットンにとり、顔全体になじませます。特に乾燥が気に
なる部分には、少量をとり重ねてつけます。
主な配合成分　アルブチン（美白※1有効成分）、フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディ
ショニング成分）、アマチャヅルエキス（保湿成分）、ユズセラミド（保湿成分）、海藻エキス（保湿成分）、
サクラ葉抽出液（整肌成分）、シソエキス（整肌成分）、ローズマリーエキス（皮膚コンディショニング
成分）

4,232円（税込み）10%  	品番：10504JP

年齢とともに現れる未来のシミも、複合的に狙い撃つブライトニング※1美容液。

モデーア  W  セラム （医薬部外品）
美容液　50mL

モデーアブライトニングラインの中で最も高濃度に配合されたフラバンジェ

ノール®※2に、2つの成分※3をプラス。美白※1有効成分・アルブチンとあ

いまって、日焼けにより薄いほくろのように現れ、次第に濃くなりながら定

着してしまうメラニンの生成ルートまで全方位的に集中ケアします。

※1�メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。※2�フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディショニ

ング成分）※3�ハス種子乳酸菌発酵液（皮膚コンディショニング成分）、プルーン酵素分解物（皮膚コンディショニ

ング成分）

使用方法　適量（4～5プッシュ）を手にとり、顔全体になじませます。⽬の周りなどのデリケートな部
分は、指先でやさしくなじませます。
主な配合成分　アルブチン（美白※1有効成分）、フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディ
ショニング成分）、アーティチョークエキス（皮膚コンディショニング成分）、アルピニアカツマダイ種
子エキス（皮膚コンディショニング成分）、プルーン酵素分解物（皮膚コンディショニング成分）

7,092円（税込み）10%  	品番：10505JP
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PERSONAL CARE BRIGHTENING

ブライトニングパワーを強化。紫外線と乾燥から肌を守るブライトニング※1乳液。

モデーア  W  デイモイスチャライザー 
（医薬部外品） [SPF25・PA+++]

乳液　30mL

日中の紫外線や乾燥から肌を守りながら、年齢とともに現れる未来のシミにも

アプローチできる攻めのケアを実現。2つの成分・ハス種子乳酸菌発酵液※2と

プルーン酵素分解物※2、フラバンジェノール®※3、美白※1有効成分・アルブチン

などの特長成分を角質層のすみずみまで届け、みずみずしく輝く肌を保ちます。

※1�メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。※2�皮膚コンディショニング成分　※3�フランスカイガンショ

ウ樹皮エキス（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　ご使用前に軽くボトルをふり、適量（100円玉大）を手にとり、手のひらで顔全体になじま
せます。
主な配合成分　アルブチン（美白※1有効成分）、フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディ
ショニング成分）、セージエキス（整肌成分）、セイヨウノコギリソウエキス（整肌成分）、ユキノシタエ
キス（皮膚コンディショニング成分）

4,347円（税込み）10%  	品番：10506JP

美容のゴールデンタイムに、進化したブライトニング※1ナイトクリームを。

モデーア  W  ナイトクリーム （医薬部外品）
クリーム　30g

眠っている間に、肌の今と未来を見つめた複合的なアプローチが行える

夜用ブライトニング※1クリームです。フラバンジェノール®※2、2つの成分・

ハス種子乳酸菌発酵液※3とプルーン酵素分解物※3、美白※1有効成分・ア

ルブチンが角質層までじわっと浸透。シミやソバカスを防いで※1、透明感

あふれる肌を目覚めさせます。

※1�メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。※2�フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディショニ

ング成分）�※3�皮膚コンディショニング成分

使用方法　適量（パール粒大）を手にとり、顔全体になじませます。手のひらで顔全体をやさしく包
み込むようにおさえなじませます。
主な配合成分　アルブチン（美白※1有効成分）、フランスカイガンショウ樹皮エキス（皮膚コンディ
ショニング成分）、酵母エキス（整肌成分）、セイヨウナシ果汁発酵液（整肌成分）、ビルベリー葉エキ
ス（皮膚コンディショニング成分）、ダイズエキス（皮膚コンディショニング成分）、加⽔分解黒豆エキ
ス（皮膚コンディショニング成分）

5,948円（税込み）10%  	品番：10507JP
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メイク
PERSONAL CARE

光の反射でシミやシワを自然にカバーするベースメイクで、 

紫外線をカットしながらナチュラルな美肌へ。 

日常のあらゆるシーンで、女性の美しさを演出します。
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PERSONAL CARE MAKE

光の反射を味方につけて、より美しく、ナチュラルに。

モデーア  ファンデーション  （リフィル） [SPF20・PA++]

ファンデーション

パウダーが光を細かく乱反射させて肌の凹凸を目立たなくするソフト

フォーカス効果で、シミやシワをナチュラルにカバー。皮脂による化粧崩

れを防ぎ透明感※あふれる仕上がりを持続させながら、紫外線もしっか

りとガードします。	※メイクアップ効果による

使用方法　化粧⽔、乳液、化粧下地で肌を整えた後に使います。
乾いたスポンジでパウダーをやさしくとり、顔の中心から外側に向けて均一にのばします。よりしっ
かりとカバーしたい場合は、スポンジに⽔を含ませて、軽く絞ってからパウダーをやさしくとり、顔の
中心から外側に向けて均一にのばします。スポンジはこまめに洗浄し、常に清潔に保つように心が
けてください。
主な配合成分　合成金雲母（親⽔性増粘剤）、マイカ（滑沢剤）、酸化亜鉛（UVカット剤）、シリカ（吸
着剤）、ポリメチルシルセスキオキサン（潤滑剤）
※�リフィル・スポンジ付き　※�別売りのファンデーションケースにセットしてご使用ください。

3,203円（税込み）10%

持ちやすさ、使いやすさを追求して 
たどり着いた縦型フォルム。

モデーア  ファンデーションケース

モデーア	ファンデーション	リフィルとスポンジを収納する、軽くシンプル

な専用ケースです。スマートフォンのように手にしっくりなじむ縦型フォ

ルム。縦型のミラーは顔全体の印象や仕上がりを確認しやすく、メイク

直しもスムーズに行えます。

使用方法　リフィルをファンデーションケースにセットしてご使用ください。リフィルをファンデーショ
ンケースから外すときは、ケース裏面の穴に先の細い物を差し込み押し出してください。
※�本製品はケースのみです。

915円（税込み）10%  	品番：13503JP

モデーア  ファンデーション アイボリー  〈標準的な肌色の方に〉
品番：13500JP

モデーア  ファンデーション ライトアイボリー 〈色白な肌色の方に〉
品番：13501JP

※写真はアイボリーです。
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サンケア
PERSONAL CARE

一年を通して降り注ぐ紫外線。肌への影響が気になります。 

紫外線をブロックして肌を守り、浴びてしまった紫外線ダメージをしっかりお手入れ。 

デイリーにお使いいただける UV ケアアイテムです。
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PERSONAL CARE SUN CARE

日常でも、レジャーでも、紫外線をブロック。

モデーア  サンスクリーン 
[SPF30・PA+++/ウォータープルーフ]

日焼け止めクリーム　125g

汗や水にも強いウォータープルーフタイプの日焼け止めクリームです。

紫外線から肌を守り、日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐとともに、肌を

すこやかに保ちます。なめらかにのびて均一に広げやすく、塗りムラも防

げます。

使用方法　⽇焼けを防ぎたい部分に均一にのばし、なじませます。2～3時間ごとに重ねてつけるこ
とをおすすめします。
主な配合成分　酸化亜鉛（UVカット成分）、安息香酸アルキル（C12-15）（エモリエント成分）、ジ
メチコン（皮膚コンディショニング成分）

2,114円（税込み）10%  	品番：12018JP

たくさん日射しを浴びた日は 
早めのケアで肌を守ろう。

モデーア  サントリートメントローション

乳液　125g

アロエベラ※1やカニナバラ果実エキス※2など、皮膚のうるおいやコン

ディショニングに配慮した植物由来成分を配合。日射しを浴びて乾燥し

てしまった肌にうるおいを与え、なめらかな状態に整えます。日焼け後

の肌をすこやかに保ちます。

※1�アロエベラ液汁（保湿成分）　※2�カニナバラ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量を手にとり、肌にやさしくなじませます。
主な配合成分　アロエベラ液汁（保湿成分）、セイヨウノコギリソウエキス（皮膚コンディショニング
成分）、カニナバラ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）

3,603円（税込み）10%  	品番：12002JP

乾燥からも、紫外線からも、 
しっかり守って、なめらかなリップに。

モデーア  リップクリームＵＶ 
[SPF15]

リップクリーム　10g

マカデミア種子油※1やシア脂※2といった植物由来のエモリエント成分が

やさしくなじみ、やわらかくうるおった唇に。ついつい忘れがちな紫外

線からの影響も同時にケア。フルーティーなシトラスベリーフレーバーで

す。

※1�マカデミア種子油（エモリエント成分）　※2�シア脂（エモリエント成分）

使用方法　適量をチューブより押し出しながら唇にのせ、軽くなじませます。
主な配合成分　マカデミア種子油（エモリエント成分）、シア脂（エモリエント成分）

1,201円（税込み）10%  	品番：11019JP
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ボディケア
PERSONAL CARE

毎日使うものだから、使い心地や香りにはこだわりたいもの。 

指先までうるおい感のあるなめらかでハリ感のある肌へ導く、バス＆ボディケアです。
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PERSONAL CARE BODY CARE

たっぷりの泡で包み込むように 
古い角質を除去してすっきり。

モデーア  ボディバー

ボディ用化粧石鹸　99g×3ケ入り

もちっと弾力のある泡で肌をいたわりながら、古くなった角質まですっき

り取り除けます。自然由来の保湿成分ムルムルバター※が、肌にうるおい

感を与えやわらかく整えてくれるから、お風呂あがりのつっぱりが気に

なる方にもおすすめです。

※�アストロカリウムムルムル種子脂（エモリエント成分）

使用方法　ハンドソープとして、またはスポンジやタオルなどでよく泡立てて、ボディソープとしてご
使用ください。その後洗い流します。
主な配合成分　アストロカリウムムルムル種子脂（エモリエント成分）、オリーブ果実油（エモリエント
成分）、カラスムギ穀粒タンパク（皮膚コンディショニング成分）、アンズ種子（スクラブ成分）、チャ葉
エキス（保湿成分）

1,801円（税込み）10%  	品番：60114JP

キメ細かく弾力のある泡が 
肌の汚れを取り除く。

泡切れのよいさっぱりとした洗浄力。

肌にしっとりうるおいを与える。

モデーア  ボディバーの特長成分

ムルムルバター

肌にうるおいを与え、やわらかく整えま

す。（アストロカリウムムルムル種子脂、エ

モリエント成分）

オリーブ油

肌に必要なうるおいを残し、しっとりとし

た洗い上がりに。（エモリエント成分）

カラスムギ穀粒

古くなった角質を取り除き、肌本来の機能

をサポートし、すこやかに保ちます。（皮膚

コンディショニング成分）

アンズ核

古くなった角質を取り除き、なめらかな肌

表面に整えます。（スクラブ成分）

チャ葉エキス

みずみずしく引き締まった印象の肌に導

きます。（皮膚コンディショニング成分）

3ケ入り
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PERSONAL CARE BODY CARE

泡の力とうるおい感に肌が二度よろこんだ。

モデーア  シャワージェル

ボディソープ　350mL

ふかふかの泡に包まれたリッチな洗浄感で、古くなった角質をやさしく

落としすべすべに。うるおい感を残しながら、きめ細かくなめらかな肌に

洗い上げます。

使用方法　適量をタオルやスポンジにとり、よく泡立ててからご使用ください。その後、洗い流しま
す。
主な配合成分　クランベリー果実エキス（皮膚コンディショニング成分）、ザクロエキス（皮膚コンディ
ショニング成分）

1,801円（税込み）10%  	品番：12009JP

ポンプ付

肌がよろこぶ、気分が変わる。 
ふわふわの泡とハーブの香り。

モデーア  バブルバス 
浴用化粧品　350mL

映画のワンシーンのようなバスタイムを楽しみながら、一日の終わりに

優雅にリフレッシュ。カミツレ花エキス※を中心にブレンドされたハーブ

の香りやふわふわの泡に包まれて、肌はうるおい感で満たされ、湯上が

りもしっとり。

※�カミツレ花エキス（保湿成分）

使用方法　浴槽に適量（15～20mL）を入れ、お湯を注ぎ泡立てます。入浴後はからだについた泡
を洗い流します。使用後は、お湯を捨て、浴槽を軽くすすいでください。
主な配合成分　カミツレ花エキス（保湿成分）、セイヨウナツユキソウ花エキス（保湿成分）、ホップ
エキス（皮膚コンディショニング成分）

1,887円（税込み）10%  	品番：12016JP

ハンドケアもボディケアも、 
うるおい感をたっぷり届けたい。

モデーア  ボディローション

乳液　245mL

軽くなでるようにのばすだけで、肌にすっとなじむ全身ローションです。

ベタつかずさらっとした使い心地。アーモンドオイルやパルミチン酸レチ

ノールなどのエモリエント成分が、うるおい感をキープして、しっとりなめ

らかな肌に。

使用方法　入浴や⽔仕事の後、適量をとり全身になじませます。
主な配合成分　アーモンド油（エモリエント成分）、パルミチン酸レチノール（エモリエント成分） 

2,402円（税込み）10%  	品番：12014JP

ポンプ付
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PERSONAL CARE BODY CARE

毎日の手洗いをもっとやさしく心地よく。

モデーア  ハンドウォッシュ

ハンドソープ　245mL

サトウキビ※1やココナッツ※2などの植物由来の洗浄成分が、手指の汚れ

や雑菌をすっきりと洗い流します。少しでも安全性に意見の分かれる成

分は使用せず、お子さまの手にもやさしい低刺激性の処方に。手指のた

めに環境のためにこだわったハンドウォッシュです。

※1デシルグルコシド（洗浄成分）�※2ココアンホジ酢酸２Na（洗浄成分）、コカミドプロピルヒドロキシスルタイ

ン（洗浄成分）

使用方法　適量をぬれた手にとり泡立てながら汚れになじませます。そのあと十分に⽔かぬるま湯
で洗い流してください。
主な配合成分　ココアンホジ酢酸２Na（洗浄成分）、コカミドプロピルヒドロキシスルタイン（洗浄
成分）

825円（税込み）10%  	品番：15015JP
ポンプ付

ハーブの香りで、さらりと爽やか。 
汗ばむ季節のエチケット。

モデーア  ハーバル  フレッシュ

部分用ボディ化粧液　50mL

わきの下などの臭いが気になる前に、植物成分配合のローションですっ

きりと。べたつかずさらりとした感触、おだやかなハーブの香りが、フレッ

シュな心地よさをキープします。皮膚コンディショニング成分配合で、な

めらかな肌へ。

使用方法　ボトルを上下に数回ふってから、わきの下に軽くロール部分をあててお使いください。
使用後はよく乾かしてから衣服を着用してください。
主な配合成分　アロエベラ液汁（保湿成分）、ハマメリスエキス（保湿成分）、サッカロミセス培養物（皮
膚コンディショニング成分）、セージ葉エキス（皮膚コンディショニング成分）

1,320円（税込み）10%  	品番：12020JP 

うるおいを守りながらシェービングして、なめらかな肌に。

モデーア  シェービングクリーム

シェービング剤（全身用）　125mL

気になる刺激から肌を守り、シェービングしやすい状態に整えます。アロ

エベラ液汁、ベルガモット果実エキスなどの植物由来成分が肌のうるお

いを保ち、剃り残しのないすべすべの肌に。天然成分由来の爽やかな香

りで、顔やボディに幅広く使えるユニセックスタイプのシェービングク

リーム。

使用方法　顔またはからだのシェービングしたい個所を⽔またはぬるま湯で濡らしてから適量を塗
布した後、毛の流れに沿ってやさしく剃ります。その後洗い流します。
主な配合成分　カラスムギふすまエキス（保湿成分）、アロエベラ液汁（保湿成分）、ショウガ根エキス

（皮膚コンディショング成分）、アラントイン（皮膚コンディショニング成分）、マカデミア種子油（エモ
リエント成分）、シア脂（エモリエント成分）、レウコノストック／ダイコン根発酵液（保湿成分）

1,650円（税込み）10% 	 	品番：12015JP
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PERSONAL CARE BODY CARE

手足がスーッとくつろぐ、爽快マッサージクリーム。

モデーア  スポーツラブ

マッサージクリーム　125mL

スポーツ前後の腕や足に、マッサージするようになじませます。広がるメ

ントール※1の清涼感でリフレッシュ。セイヨウシロヤナギ樹皮※2など、肌

を整える植物成分も配合。エクササイズやダンスのときにも。

※1�メントール（皮膚コンディショニング成分）　※2�セイヨウシロヤナギ樹皮エキス（皮膚コンディショニング成分）

使用方法　適量（2～3cm）を手のひらにとり、やさしくマッサージするように肌になじませます。数
回重ねてご使用になることをおすすめします。
主な原材料　メントール（皮膚コンディショニング成分）、オタネニンジン根エキス（保湿成分）、トウ
ガラシ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）、セイヨウハッカ油（皮膚コンディショニング成分） 

2,318円（税込み）10%  	品番：16506JP



MODERE 2021 CATALOG92

ヘアケア
PERSONAL CARE

すこやかな髪と地肌を考えたヘアケアラインです。 

見惚れるほどの輝きとツヤ、しなやかさのある髪を目指します。質感も仕上がりも思いのまま。
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PERSONAL CARE HAIR CARE

頭皮を、すこやかに。 
毛先まで、美しく。

モデーア  シャンプー

シャンプー（オールヘアタイプ）　350mL

汚れや皮脂をしっかり落とし、髪と地肌にうるおいを与える

シャンプーです。3種類のハーブ※を配合し、すこやかな頭皮、

しなやかな髪をサポート。髪のダメージが気になる方にもお

すすめです。マイルドな洗いあがりを、ご家族でどうぞ。

※�オランダガラシエキス（保湿成分）、ローズマリー葉エキス（保湿成分）、セイヨウイラクサエ

キス（保湿成分）

使用方法　適量を手のひらでよく泡立て、髪全体をやさしく洗った後、洗い流しま
す。
主な配合成分　オランダガラシエキス（保湿成分）、ローズマリー葉エキス（保湿成
分）、セイヨウイラクサエキス（保湿成分）

1,487円（税込み）10%  	品番：11508JP

パサつきやダメージをケアしながら 
髪をしっとり、すこやかに。

モデーア  モイスチャライジングシャンプー

シャンプー（ドライ／ダメージヘアタイプ）　350mL 

乾燥してパサつきがちの髪や、カラーリングなどによるダ

メージが気になる髪のために開発された、こだわりのシャン

プー。ココナッツオイル由来のクレンジング成分※が、やさし

くしっとり洗いあげ、指通りのよい髪に整えます。

※ココイルイセチオン酸Ｎa（クレンジング成分）

使用方法　適量を手のひらでよく泡立て、髪全体をやさしく洗った後、洗い流しま
す。
主な配合成分　ココイルイセチオン酸Na（クレンジング成分）、ババス油ポリグリ
セリル-4エステルズ（ババスオイル）（クレンジング成分）、パンテノール（ヘアコンディ
ショニング成分）、エンドウペプチド（皮膚コンディショニング成分）

2,516円（税込み）10%  	品番：11510JP
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PERSONAL CARE HAIR CARE

傷んだ毛先までうるおい感とツヤを。

モデーア  モイスチャライジングコンディショナー

ヘアコンディショナー（ドライ／ダメージヘアタイプ）　350mL 

シア脂※1やパンテノール※2などの成分が、髪にうるおい感を与え、とじこ

め、ダメージを補修。傷んだ髪をつややかに、手ざわりよく、まとまりや

すく整えます。さらに、ヘアカラーの退色が気になる髪をケア。地肌のコ

ンディションもすこやかに保ちます。

※1�シア脂（エモリエント成分）　※2�パンテノール（ヘアコンディショニング成分）

使用方法　シャンプー後、適量を手にとり、髪全体になじませた後、洗い流します。
主な配合成分　シア脂（エモリエント成分）、パンテノール（ヘアコンディショニング成分）、ライチー
果皮エキス（皮膚コンディショニング成分）

2,745円（税込み）10%  	品番：11514JP

ダメージを受けた髪が望んでいるトリートメント。

モデーア  ディープトリートメントマスク

ヘアトリートメント　125mL

マンゴー種子脂※1やムルムルバター※2が、髪の一本一本にうるおい感

を届け逃がさぬようにコーティング。ケアを重ねるごとに、またひとつ美

しく。ダメージが特に気になる髪を、しっとりしなやかに整え、ハリを与

えます。

※1�マンゴー種子脂（エモリエント成分）�

※2�アストロカリウムムルムル種子脂（ムルムルバター）（エモリエント成分）

使用方法　シャンプー後、適量を手にとり、髪全体によくなじませます。そのまま5分ほどおいた後、
洗い流します。
主な配合成分　クランベアビシニカ種子油（エモリエント成分）、加⽔分解アルギン（皮膚コンディ
ショニング成分）、ウイキョウ種子エキス（皮膚コンディショニング成分）、マンゴー種子脂（エモリエン
ト成分）、アストロカリウムムルムル種子脂（ムルムルバター）（エモリエント成分）

2,516円（税込み）10%  	品番：11501JP

※�EWGについてはP98をご参照ください。

コンディションを整えて地肌さっぱり、毛先しっとり。

モデーア  コンディショナー

ヘアコンディショナー（オールヘアタイプ）　350mL

毛髪の99％※1を占める主成分ケラチンを加水分解したケラチンアミノ

酸※2やパンテノール※3が、ダメージを受けた髪の一本一本に浸透して補

修。頭皮もすこやかな状態に整え、髪の根元から毛先まで、しっとりつや

やかに保ちます。

※1�出典：「美容皮膚科学事典」朝田康夫、中央書院（2002年）　※2�ケラチンアミノ酸（保湿成分）　※3�パン

テノール（ヘアコンディショニング成分）

使用方法　シャンプー後、適量を手にとり、髪全体になじませた後、洗い流します。
主な配合成分　パンテノール（ヘアコンディショニング成分）、ケラチンアミノ酸（保湿成分）

1,601円（税込み）10%  	品番：11512JP
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PERSONAL CARE HAIR CARE

4種類の植物オイル※を配合。 
さらっとなじんで髪うるわしく。

モデーア  ヘアセラム

頭髪用化粧品（髪用美容液）　45mL

枝毛などのダメージが目立つ毛先に、髪本来の強さとしなやかさを取り

戻したい。そんな想いを込めた4種類の植物オイル※が髪を包み込むよ

うに、うるおい感を与えキューティクルを整えます。ハリ・コシ・ツヤの

ある、するんと心地よい指通りの髪へ。

※�ククイナッツ油（エモリエント成分）、アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）（エモリエント成分）、ホホバ

種子油（ホホバオイル）（エモリエント成分）、マカデミアナッツ脂肪酸エチル（エモリエント成分）

使用方法　洗髪後の軽くタオルドライした髪、または乾いた髪にお使いください。
適量を手にとり、特に乾燥やダメージが気になる毛先から髪全体になじませ、ヘアスタイルを整えま
す。
主な配合成分　ククイナッツ油（エモリエント成分）マカデミアナッツ脂肪酸エチル（エモリエント成
分）、アルガニアスピノサ核油（エモリエント成分）、ホホバ種子油（エモリエント成分）

2,402円（税込み）10%  	品番：11500JP

ベタつかず自然な仕上がりでハリとツヤのある髪をキープ。

モデーア  ヘアジェル

ヘアスタイリング　125g

手ざわり良くスタイリングしやすい髪に整えながら、髪の流れやボリュー

ム、ウェットとドライの異なる質感を自在に演出。ベタつかない軽い仕上

がりで、自然なヘアスタイルをキープします。髪と地肌をすこやかに保つ

天然由来の植物成分※を配合。性別を選ばないフレッシュな植物系の香

りも爽やかです。

※�スギナエキス（皮膚コンディショニング成分）、セイヨウイラクサエキス（皮膚コンディショニング成分）、ユッカ

シジゲラ茎エキス（皮膚コンディショニング成分）、ショウガ根エキス（皮膚コンディショング成分）

使用方法　適量（さくらんぼ粒大）を手に取り、髪にまんべんなくなじませて髪型を整えます。
主な配合成分　スギナエキス（皮膚コンディショニング成分）、セイヨウイラクサエキス（皮膚コンディ
ショニング成分）、ユッカシジゲラ茎エキス（皮膚コンディショニング成分）、ショウガ根エキス（皮膚
コンディショング成分）

1,650円（税込み）10%  	品番：11950JP
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PERSONAL CARE HAIR CARE

押しやすくて、受けとめやすい、 
350mLボトル専用のポンプ。

モデーア  ポンプ

押しやすいヘッド形状と、手のひらで受けとめやすい角度のノズルが特

長のポンプです。シャンプーやコンディショナーのヘアケア製品（350mL

ボトル※）に取り付けてお使いください。

※対象ヘアケア製品：�11508JP　モデーア��シャンプー�

11510JP　モデーア��モイスチャライジングシャンプー�

11512JP　モデーア��コンディショナー�

11514JP　モデーア��モイスチャライジングコンディショナー

67円（税込み）10%  	品番：0565

旅行や出張に便利な 
ミニトラベルボトルの6本セット。

モデーア  ミニトラベルボトル6本セット

シャンプーやコンディショナーなどを小分けにして携帯するのに便利な

ロゴ入りミニボトルのセットです。旅行や出張などの期間に合わせて使

い分けられる30mLと50mLの2サイズ。健康リスクが懸念される化学

物質、BPAを含まないボトル素材を使用しています。

726円（税込み）10%  	品番：75294JP
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オーラルケア
PERSONAL CARE

口元に自信を持てれば、もっと笑顔は輝けるはず。 

清潔で健康な口腔環境のための、こだわりのオーラルケアラインです。
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PERSONAL CARE ORAL CARE

EWG (Environmental Working Group) とは

アメリカ・ワシントンDCに本拠地を置く非営利
団体。「人 の々健康を守り、より健康的な環境
で生活をおくるための後押しをする」というミッ
ションのもとに、「安全性を確認できない成分
を使用しない」「香料含め全配合成分を表示
する」「品質管理の安全性が高い」など、独自
の基準を設け、革新的な技術による検査を行
い、その基準を満たした製品についてEWG
認証マークを付与しています。

毎日の生活の中で継続的に使う製品だからこそ、モデーアは「安全性に

賛否のある成分」の使用を極力避けています。モデーア トゥースペース
トは、健康に大切な口腔環境へのやさしさと安全性にこだわり、安全性

に賛否ある成分として、「フッ化ナトリウム（フッ素）」と界面活性剤の一種

「ラウリル硫酸ナトリウム」を配合していません。もちろん研磨剤も無配合。

天然由来のキシリトールを配合、ブラッシングにより虫歯や口臭を予防

します。

クリーン成分のオーラルケアで家族を守る。

「使わない成分」にこだわったモデーアのトップセラー製品。

モデーア トゥースペースト

840円（税込み）10%   	品番：12506JP

美しい歯とキレイな息は 
口ほどにものをいう。

P99

フッ化ナトリウム・ラウリル硫酸ナトリウム無配合

EWG認証

販売本数 約18万本 （2019年度実績）
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PERSONAL CARE ORAL CARE

アルコールフリーで家族にうれしいマウスリンス 。

モデーア  マウスリンス

洗口液　500mL

ピリッとした刺激がないアルコールフリーのマウスリンスです。爽やかな

セイヨウハッカの香りとともに、口内のすみずみまでゆきわたって清潔を

保ち口臭を予防。人と会う前のエチケットに、歯磨き後の仕上げに、就

寝前のケアに、ご家族でどうぞ。

使用方法　10mL（キャップ約１杯）を口に含み、20秒程すすぎます。毎⾷後とお休み前のご使用
をおすすめします。
主な配合成分　亜塩素酸Na（口中浄化剤）、セイヨウハッカ油（香味剤）
※飲用ではありません。�

1,029円（税込み）10%  	品番：12502JP

口内を清潔に保つ。

さわやかなセイヨウハッカフレーバーで口臭予防。

すっきり清潔な歯に亜塩素酸ナトリウム

●�白い結晶で水に溶ける性質を持ちます。

●�日本では食品添加物として一部の食物に使用。アメリカでは、FDA（米国食品薬品

局）、EPA（米国環境保護庁）の許可の下、食品添加物・医療用消毒として、また飲料

水、工場廃棄物処理、環境浄化作用などに使われています。

美しい歯とキレイな息は口ほどにものをいう。

モデーア  トゥースペースト

歯磨き　175g

オーラルケアの基本は、毎日の歯磨き。だからキシリトール※など配合成

分にもこだわりました。研磨剤は配合せず、ブラッシングとともに歯垢を

除去し歯石の沈着を防止。清潔で爽やかな口内環境を保って、虫歯や口

臭を予防します。

※�キシリトール〈香味剤〉

使用方法　歯ブラシに適量（約１cm）をつけて、ていねいに磨きます。その後、すすぎます。
主な配合成分　キシリトール（香味剤）、セイヨウハッカ油（香味剤）、亜塩素酸Na（口中浄化剤）

840円（税込み）10%  	品番：12506JP

ブラッシングを行うことにより虫歯と口臭を予防。

口内を清潔でさわやかに保つ。

天然の力で健康な歯にキシリトール

●�白樺や椰子を原料とする天然由来の甘味料で、その語源はギリシャ語の「木（Xylon）」。

●�一般的な砂糖は、虫歯菌の餌となって歯を溶かす酸を作ることで虫歯の原因になりま

すが、キシリトールは虫歯の原因となる歯垢や酸を作りにくい非ウ蝕誘発性甘味料な
ので、歯を健康に保ちます。
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私たちが住む世界をよりよい場所にするため、毎日使う洗剤も、環境に配

慮したものを選びたい。生分解テスト済み※1 およびグレイウォーターセー

フ処方※2 のランドリーやキッチン用洗剤、住居用洗剤など、安全・安心な

原料にこだわり、クリーンな暮らしをサポートする豊富なラインナップを揃

えました。

※1生分解テスト済み製品：ランドリーパウダー、ランドリーディタージェント、ファブリックソフナー、ディッシュウォッシュ、オー

ルパーパスクリーナー、フレッシュスペース

※ 2グレイウォーターセーフ処方製品：ランドリーパウダー、ランドリーディタージェント、ファブリックソフナー、ディッシュウォッシュ、

オールパーパスクリーナー

ハウスホールド

HOUSEHOLD
環 境 を 考 え な が ら 、 クリ ーン な 空 間 づ くり

プロダクトカテゴリー

ランドリー （衣料用洗剤）  ·························· 103

クリーン （住居用洗剤）  ·························· 106
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毎日の暮らしに欠かせないものだからこそ、安全・安

心に配慮した製品を。そして、私たちが住む世界をよ

りよい場所にするため、環境にも配慮した製品づくり

にこだわっています。モデーアでは、生分解されやす

い原料、グレイウォーターセーフ処方により、環境に

負担をかけないための努力をしています。

生分解されやすく 
環境にやさしい処方

物質が微生物などの力によって環境中で分解される

ことを生分解といいます。製品をつくる際、生分解さ

れやすい原料と処方を組み合わせることで、排水が

環境に悪い影響を与えないように努めています。

OECD（経済協力開発機構）301D 規格テストによ
り、生分解されやすい処方と証明されています。

＊テストにより3週間以内で生分解されると証明

＊対象製品：�ランドリーパウダー、ランドリーディタージェント、ファブリックソフナー、�

ディッシュウォッシュ、�オールパーパスクリーナー、フレッシュスペース

安全性に配慮した 
グレイウォーターセーフ処方

グレイウォーターは、台所、浴室、洗濯機からの排水

のこと。安全性に配慮した処方のため、排水は、ホ

ウ素、塩素系漂白剤を含まず、水のpHレベルも大
きく変えることはないため、植物の水まきにも利用

できます。OECD（経済協力開発機構）208規格テ
ストにより、 グレイウォーターセーフ処方と証明され
ています。

＊対象製品：�ランドリーパウダー、ランドリーディタージェント、ファブリックソフナー、

ディッシュウォッシュ、オールパーパスクリーナー
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ランドリーディタージェント

モデーア製品は、OECDの

基準（10日間で60％の分解

性）を超えた値で規格テスト

をクリアしました

ファブリックソフナー

ハウスホールド製品の生分解性

モデーアのハウスホールド製品とは

What is MODERE
HOUSEHOLD

HOUSEHOLD

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

経済開発協力機構とは

フランス・パリを本拠地とする、民主主義と市場経済を支持
する35ヵ国の加盟国からなる世界的な機関。先進国間の自
由な意見交換・情報交換を通じて、経済成長、貿易自由化、
途上国支援に貢献することを目的としています。
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ランドリー
（衣料用洗剤）

HOUSEHOLD

確かな洗浄力と、環境と家族へのやさしさを両立させた洗濯用洗剤です。 

汚れをスッキリと落として、白さを保つ仕上がりに、毎日のお洗濯が楽しくなります。
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HOUSEHOLD LAUNDRY

人や自然へのやさしさにも配慮した洗剤。

モデーア  ランドリーパウダー

洗濯用粉末洗剤　1.7kg

陰イオン･非イオン系界面活性剤と、色柄物も安心の酸素系

漂白剤が、頑固なシミや汚れをしっかり洗浄。黄ばみや黒ず

みも防ぎます。もちろん環境への配慮もしっかり。泡立ちにく

いのでドラム式洗濯機にもおすすめの無香料の粉末洗剤です。

使用方法　必ずご使用前に表示をお読みください。40リットルの⽔に対して付属ス
プーン1杯（30g）を⽬安にご使用ください。色ムラを防ぐため、あらかじめ洗剤を
⽔に溶かしてから、洗濯物を入れてください。洗剤の使用量は洗濯物の汚れの程
度によって加減することをおすすめします。
主な配合成分　界面活性剤（6.4％、アルキルスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチ
レンアルキルエーテル）、安定化剤（硫酸塩）、アルカリ剤（炭酸塩）、漂白剤

1,716円（税込み）10%  	品番：14000JP

満足の洗い上がり

色柄物にも安心な酸素系漂白剤入りで、衣類の黄ばみや黒ずみを防ぎま

す。蛍光増白剤無配合なので、生成りや淡色衣類にも。

汚れに強く、環境にやさしく。 
食べこぼしや油汚れも驚くほどすっきり！

驚きの汚れ落ちの秘密は、陰イオン・非イオン系界面活性剤と、北米で発

掘された天然の炭酸塩。ケチャップ、コーヒー、ジュース、草の色素、血液

や植物油などの頑固な汚れもすっきり落とします。

※�EPA（米国環境保護庁）による環境配慮設計（DfE）のロゴマークは、従来型の洗剤に比べて

健康と環境により配慮した特性を持つ成分が本製品の処方に含まれていると示されたこと

を意味するものです。本製品のEPAによる推奨を意味するものではありません。

泡立ちにくいから、節水派にもおすすめ

常温の水にもさっと溶け、泡立ちにくいのも特長。ドラ

ム式など節水派のお洗濯にもおすすめです。SDA（米

国石鹸洗剤協会）によるマークがついています。

環境に配慮した、生分解されやすい処方

OECD規格でテストを行い、生分解されやすいと証明されています。

EPA（米国環境保護庁）による 
環境配慮設計プログラムに適合した処方※

パッケージに、EPA（米国環境保護庁）による環境配慮設計のマークを表

示。製品にこのマークが表示されている場合、配合成分

が人の健康と環境に影響を与える可能性について、現在

入手可能な情報をもとに科学評価チームが審査したこ

とを示します。人と環境にとって可能な限り安全な製品で

あることを示すロゴマークです。

計量スプーン付

OECD301D
規格証明

OECD208
規格証明
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HOUSEHOLD LAUNDRY

やさしさも、洗浄力も、 
一歩進んだ濃縮リキッド洗剤。

モデーア  ランドリーディタージェント

洗濯用液体洗剤　960ｍL

優れた生分解性※1と、生活排水の安全性※2を実現。環境へのやさしさ

を一歩進めた濃縮リキッドタイプの洗剤です。酵素システムと植物由来

の界面活性剤洗浄システムのダブルパワーで、衣類の色を鮮やかに保

ちながら、汚れをすっきり落とします。洗い上がりはソフトなジャスミンの

香り。

※1�OECD（経済協力開発機構）301D規格テストにより、生分解されやすい処方と証明されています。　�

※2�OECD（経済協力開発機構）208規格テストにより、排水を庭の芝生や植物の水まきに利用しても、植物

の生育に悪影響を与えない処方であると証明されています。

使用方法　本液の使用量を計る際は、本品のフタを使い計量してください。
少量から普通量の洗濯には、⽔40～50リットルに対して本液30mLをご使用ください。また、洗濯
量の多い時やひどい汚れの場合には、本液を増量してご使用ください。
主な配合成分　⽔、界面活性剤（19.8%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルギグリコ
シド、アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム）、純せっけん分（脂肪酸ナトリウム）、⽔軟化剤、酵素、
増粘剤、キレート剤、安定化剤、pH調整剤、香料、防腐剤

※色ムラを防ぐため、本液を⽔によく溶かしてから衣類を入れてください。

1,650円（税込み）10%  	品番：14005JP

ふんわりやさしく仕上げた後の 
排水にもやさしさを。

モデーア  ファブリックソフナー

柔軟仕上げ剤　960ｍL

ヤシから抽出した植物成分で、ふんわりとやわらかく仕上げるとともにシ

ワを防止。静電気による花粉の付着や衣類のまとわりつきも抑えます。着

色料は使用せず、優れた生分解性※1と生活排水の安全性※2にもこだわっ

た、人と環境にやさしい処方です。洗い上りはソフトなジャスミンの香り。

※1�OECD（経済協力開発機構）301D規格テストにより、生分解されやすい処方と証明されています。　�

※2�OECD（経済協力開発機構）208規格テストにより、排水を庭の芝生や植物の水まきに利用しても、植物

の生育に悪影響を与えない処方であると証明されています。

使用方法　本液の使用量を計る際は、本品のフタを使い計量してください。
全自動洗濯機の場合：柔軟仕上げ剤の自動投入口に本液を入れ、洗濯します。
二層式洗濯機・手洗いの場合：すすぎの⽔がきれいになったら本液を入れ、数分まわすか、ひたし
た後、脱⽔します。
主な配合成分　⽔、エステル型ジアルキルアンモニウム（帯電防止剤）、エタノール（安定化剤）、界面
活性剤（高級アルコール系（非イオン）（柔軟剤））、粘度安定剤、消泡剤、pH調整剤、香料、防腐剤

1,133円（税込み）10%  	品番：14007JP

OECD301D
規格証明

OECD301D
規格証明

OECD208
規格証明

OECD208
規格証明
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クリーン
（住居用洗剤）

HOUSEHOLD

毎日のお掃除をもっと簡単に、もっとキレイに、をかなえる便利なアイテムです。 

どこでも、いつでも、すっきりと、もちろん手肌へのやさしさにも配慮。 

お掃除する人の立場に立って作りました。
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HOUSEHOLD CLEAN

気になるところにシュッとひと吹き、 
睡蓮の香りとともにやさしく消臭。

モデーア  フレッシュスペース

消臭剤　120ｍL

シュッとひと吹きするだけで、室内や衣服の気になるニオイ成分をキャッ

チ。やさしく消臭しながら、清楚で気品あふれる睡蓮の香りが広がる消

臭スプレーです。フロンガス、アセトン、ホルムアルデヒドなどは使用せ

ず安全性に配慮。生分解性※にも優れた環境にやさしい処方です。

※�OECD（経済協力開発機構）301D規格テストにより、生分解されやすい処方と証明されています。

使用方法　臭いの気になる室内や衣服に数回、スプレーしてください。
主な配合成分　⽔、クオタニウム-2（帯電防止剤）、ポリソルベート 80（可溶化剤）、pH調整剤、
香料、防腐剤

902円（税込み）10%  	品番：15018JP

OECD301D
規格証明

家中の汚れにさっとスプレー、地球にもやさしい多目的クリーナー。

モデーア  オールパーパスクリーナー

住宅・家具用合成洗剤　480mL

気になる汚れにスプレーをシュッとひと吹き。汚れを浮かせた後は、お掃

除箇所に応じて、乾いた布やペーパータオルでふき取るか、数分おいて

洗い流して仕上げられるツーウェイ仕様。優れた生分解性※1と生活排水

の安全性※2にこだわった、人と環境にやさしい処方のクリーナーです。自

然由来のシトラスの香りが爽やかです。

※1�OECD（経済協力開発機構）301D規格テストにより、生分解されやすい処方と証明されています。　�

※2�OECD（経済協力開発機構）208規格テストにより、排水を庭の芝生や植物の水まきに利用しても、植物

の生育に悪影響を与えない処方であると証明されています。

使用方法　汚れている箇所に直接スプレーし、柔らかい布やペーパータオルで拭き取ります。汚れ
がひどい場合には、スプレー後１分程おき、本液を浸透させてから拭き取ると効果的です。
主な配合成分　精製⽔、界面活性剤（2.6％、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
※ご使用になる前に目立たない箇所でお試しになることをおすすめします。�

使用の目安：１平方メーターに対して４〜５回噴射。�

布地についた頑固なシミや汚れには、直接スプレーし、5分程おいてからモデーア　ランドリーパウダーまた

はモデーア��ランドリーディタ―ジェントを使ってシミを抜き、通常の洗濯のように洗濯機で洗浄する、または水

でよく洗い流してください。

935円（税込み）10%  	品番：15020JP
スプレー付

OECD208
規格証明

OECD301D
規格証明

手肌や環境をいたわりながら、頑固な油汚れも少量ですっきり。

モデーア  ディッシュウォッシュ

台所用合成洗剤　480ｍL

日々手に触れ、生活排水として自然に還っていく台所・食器用洗剤だか

らこそ、人の手や環境へのやさしさにこだわりました。優れた生分解性※

1を持ちながら、食器や調理器具などの頑固な油汚れもすっきりと落とせ

る、生活排水の安全性※2にもこだわった、人と環境にやさしい処方です。

乾燥後の水あとが残りにくく、洗い上がりもきれいです。

※1�OECD（経済協力開発機構）301D規格テストにより、生分解されやすい処方と証明されています。　※

2�OECD（経済協力開発機構）208規格テストにより、排水を庭の芝生や植物の水まきに利用しても、植物

の生育に悪影響を与えない処方であると証明されています。

使用方法　⽔1リットルに対して1mL ～2mL （料理用小さじ1杯は約5mL）を⽬安にご使用ください。
汚れの程度に応じて、都度調整してください。
主な配合成分　⽔、界面活性剤（24.8%、アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム、アルキルスル
ホン酸ナトリウム、アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド）、安定化剤、キレート剤、増粘剤、
pH調整剤、香料、防腐剤

1,144円（税込み）10%  	品番：14509JP

OECD208
規格証明

OECD301D
規格証明
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家族のために、そして未来の子どもたちのために。モデーアが提唱する、

Live	Clean	“ 美しく生きる。”という考え方をカタチにしたのが、リブクリーン	

コレクション。毎日の暮らしにポジティブな変化を生みだすため、ニーズに合

わせた製品を組み合わせてご提案します。安心で機能的な製品をライフスタ

イルに合わせて選びたいときや、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

リブクリーン  コレクション

Live Clean 
COLLECTIONS
美しい生き方を実 現するために、おすすめしたいアイテムを厳 選
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Live Clean COLLECTIONS

人が生きていく上で必要なミネラルを取り込める。 
モデーア ベストセラー

リブクリーン  インサイドビューティー  コレクション

肌も、髪も、からだの一部。美しくいられるのは、すこやかな

からだがベースにあってこそです。忙しく食生活が乱れがち

な現代人の毎日に、ミネラルとアミノ酸、5色約50種類の植

物パワー、ファイトニュートリエントをバランスよくチャージ。

からだの中から、すこやかで美しい毎日をサポートします。

コレクション内容

モデーア　ミネラルソリューションズ　栄養補助⾷品　500mL  ················································  1ヶ
モデーア　アクシス グリーンファイトブレンド（⽇本成人病予防協会推奨品）　栄養補助⾷品　30包  ·· 1ヶ
モデーア　リベノール　栄養補助⾷品　60粒  ············································································  1ヶ

14,630円（税込み）8%   	品番：62594JP

※コレクションの内容、容器を変更する場合があります

自分たちにも、環境にも、思いやりと、こだわりを。

リブクリーン  環境ビューティー  コレクション

美しい生き方は、自分にも環境にもていねいな想いで暮らすことからはじまります。人と環境へ

のやさしさに配慮し原料からこだわったハウスホールド製品、安全・安心への配慮と植物のやさ

しさに包まれたオーラルケア、ヘアケア、ボディケア製品で、クリーンな毎日をお過ごしください。

コレクション内容

モデーア　ランドリーディタージェント　洗濯用液体洗剤　960ｍL  ·································  1ヶ
モデーア　ファブリックソフナー　柔軟仕上げ剤　960ｍL  ··············································  1ヶ
モデーア　ディッシュウォッシュ　台所用合成洗剤　480ｍL  ············································  1ヶ
モデーア　オールパーパスクリーナー　住宅・家具用合成洗剤　480mL  ······················  1ヶ
モデーア　フレッシュスペース　消臭剤　120ｍL  ·····························································  1ヶ
モデーア　マウスリンス　洗口液　500ｍL  ·······································································  1ヶ
モデーア　トゥースペースト　歯磨き　175g  ·····································································  1ヶ
モデーア　ボディローション(ポンプ付）　乳液　245ｍL  ··················································  1ヶ
モデーア　シャワージェル（ポンプ付）　ボディソープ　350ｍL  ·······································  1ヶ
モデーア　シャンプー　シャンプー（オールヘアタイプ）　350ｍL  ··································  1ヶ
モデーア　コンディショナー　ヘアコンディショナー（オールヘアタイプ）　350ｍL  ········  1ヶ
モデーア　バブルバス　浴用化粧品　350ｍL  ·································································  1ヶ
モデーア　ポンプ　（シャンプー／コンディショナー用）  ·····················································  2ヶ

16,779円（税込み）10%  	品番：61776JP

地球環境を守ることを目的に、売上の1％が�

環境保護活動を行っている非営利団体を通じて寄付されます。

美しくアクティブな毎日に、からだの内外からエールを。

リブクリーン  トータルビューティー  コレクション

アクティブな毎日を過ごすには、チャージと癒しのバランス

が重要です。エネルギー補給のドリンクとマッサージクリーム

で、からだの内外からケアを。さらに1日の疲れをリフレッシュ

するバスタイムとオーラルケアにもこだわって、アクティブで

美しい自分に磨きをかけましょう。

コレクション内容

モデーア　スポーツラブ　化粧品（マッサージクリーム）　125g  ·······························  1ヶ
モデーア　アサイ ドリンク　栄養補助⾷品　90ｍL 12本 ········································  1ヶ
モデーア　ボディバー　ボディ用化粧石鹸　99g 3ヶ  ···············································  1ヶ
モデーア　マウスリンス　洗口液　500ｍL  ·······························································  1ヶ
モデーア　トゥースペースト　歯磨き　175g  ·····························································  1ヶ
モデーア　シャンプー　シャンプー（オールヘアタイプ）　350ｍL  ··························  1ヶ
モデーア　コンディショナー　ヘアコンディショナー（オールヘアタイプ）　350ｍL   1ヶ
モデーア　ポンプ　（シャンプー／コンディショナー用）  ·············································  2ヶ

15,589 円（税込み）10%  	品番：61143JP
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Live Clean COLLECTIONS

※コレクションの内容、容器を変更する場合があります。

ビタミン、ミネラル、ファイトニュートリエント。 
健康を維持するために、毎日摂りたい基本の栄養素。

リブクリーン  毎日基本サプリメント  コレクション

仕事にプライベートに忙しく不規則な毎日の中で、日々の栄

養バランスを見直し、からだの内側も外側もすっきりさせた

いあなたのために。美しくすこやかに生きるために欠かせな

い、ビタミン、ミネラル、ファイトニュートリエントをバランスよ

く補給できるベースサプリメントをセットしました。

コレクション内容

モデーア　ミネラルソリューションズ　栄養補助⾷品　500mL  ················································  1ヶ
モデーア　マルチビタミン　栄養補助⾷品　90粒 ·····································································  1ヶ
モデーア　アクシス グリーンファイトブレンド（⽇本成人病予防協会推奨品）　栄養補助⾷品　30包  ·· 1ヶ

14,403円（税込み）8%   	品番：62595JP

ノニ、アロエ、リベノール。 
植物パワーで内側からすっきり、からだの戦う力をサポート。

リブクリーン  いきいきボディ  コレクション

健康を守るために本来備わっている免疫力も、栄養バランス

のくずれや疲れの蓄積、睡眠不足、ストレスなどで低下してし

まいます。ノニ、アロエ、リベノールの植物パワーで、内側か

らからだをいきいきと。本来もっているからだの戦う力をサ

ポートするサプリメントをセットしました。

コレクション内容

モデーア　ノニ　ドリンク　栄養補助⾷品　500mL  ·········································  1ヶ
モデーア　リベノール　栄養補助⾷品　60粒  ····················································  1ヶ
モデーア　アロエベラ　ドリンク　栄養補助⾷品　500mL  ······························  1ヶ

10,857円（税込み）8%   	品番：60567JP

アサイ、オメガ3、CoQ10。 
はつらつとした毎日のための、アクティブなパートナー。

リブクリーン  はつらつ毎日  コレクション

いつまでも、はつらつとしたからだと思考でアクティブに過

ごしたい。内側からすこやかなからだを保ちたい。そんなあ

なたを、アサイやオメガ3、CoQ10のパワーで内側からサ

ポート。続けることで、すこやかで、はつらつと輝くような毎

日を支えます。

コレクション内容

モデーア　アサイ　ドリンク　栄養補助⾷品　90mL 12本  ······························  1ヶ
モデーア　オメガ3　栄養補助⾷品　120粒  ······················································  1ヶ
モデーア　CoQ10　栄養補助⾷品　30粒  ·······················································  1ヶ

14,125円（税込み）8%   	品番：61772JP
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Live Clean COLLECTIONS

※コレクションの内容、容器を変更する場合があります

植物の恵みで肌を美しくすこやかに。 
やさしさを重視したベーシックスキンケア。

リブクリーン  混合肌用スキンケア  コレクション

肌を清め、補い、守る。ノーマル～コンビネーションスキンの

方のために、洗顔料、ローション、日中用・夜用のモイスチャ

ライザーをセット。植物の恵みを活かし、安全・安心に配慮

してつくられたスキンケアで、美しくすこやかな未来をあな

たの肌へ。

コレクション内容

モデーア　リフレッシングクレンザー　混合肌用洗顔料　125mL  ···························  1ヶ
モデーア　リフレッシングローション (スプレー付)　混合肌用化粧⽔　115mL  ·····  1ヶ
モデーア　デイモイスチャライザー　［SPF15・PA++］　混合肌用乳液　50mL  ··  1ヶ
モデーア　ナイトモイスチャライザー　混合肌用乳液　50mL  ··································  1ヶ

11,652円（税込み）10%  	品番：60570JP

植物の恵みで肌を美しくすこやかに。 
やさしさを重視したドライ肌用スキンケア。

リブクリーン  乾性肌用スキンケア  コレクション

肌を清め、補い、守る。乾燥を感じやすいドライスキンの方

のために、洗顔料、ローション、日中用・夜用のクリームをセッ

ト。植物の恵みを活かし、安全・安心に配慮してつくられた

スキンケアで、美しくすこやかな未来をあなたの肌へ。

コレクション内容

モデーア　モイスチャライジングクレンザー　乾性肌用洗顔料　125mL  ·········  1ヶ
モデーア　モイスチャライジングローション　乾性肌用化粧⽔　115mL  ·········  1ヶ
モデーア　デイクリーム　乾性肌用クリーム　50mL  ·········································  1ヶ
モデーア　ナイトクリーム　乾性肌用クリーム　50mL  ······································  1ヶ

13,732円（税込み）10%  	品番：60571JP

すっきりとした理想のボディを目指して。 
体組成に着目したボディマネジメントを。

リブクリーン  体型マネージ  コレクション ココナッツライム

カロリーと栄養バランスに配慮した食事と運動、そして、体組

成に着目したモデーア	 	トリムやサプリメントが健康的なボ

ディマネジメントを支えます。たんぱく質やビタミン、ミネラ

ルなどを補える一食置き換えや、日常の動きを燃焼につなげ

るサポートなどで、すっきりとした理想のボディを目指しま

しょう。

コレクション内容

モデーア　トリム〈ココナッツライム味〉　栄養補助⾷品　450mL  ··················· 1ヶ
モデーア　チョコレート　ミールリプレイスメント　栄養補助⾷品　480g  ········  2ヶ
モデーア　くずの花イソフラボン　栄養補助⾷品　180粒 ································  1ヶ

23,648円（税込み）8%   	品番：61811JP
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Live Clean COLLECTIONS

※コレクションの内容、容器を変更する場合があります。

ヘア＆ボディからオーラルケアまで。 
植物のやさしさに包まれて、心地よくクリーンなバスタイムを。

リブクリーン  髪とからだケア  コレクション

一日の疲れやストレスをリフレッシュするバスタイム。お口の健康

やエチケットのためにオーラルケア。毎日使うものだから、安全・

安心に配慮した製品を選びたい。そんなニーズにお応えするコ

レクションは、家族で使うのはもちろん、ギフトにもおすすめです。

コレクション内容

モデーア　マウスリンス　洗口液　500mL  ·······································································  1ヶ
モデーア　トゥースペースト　歯磨き　175g  ·····································································  1ヶ
モデーア　ボディローション (ポンプ付)　乳液　245mL  ·················································  1ヶ
モデーア　シャワージェル (ポンプ付)　ボディソープ　350mL  ·······································  1ヶ
モデーア　シャンプー　シャンプー　（オールヘアタイプ）　350mL  ································  1ヶ
モデーア　コンディショナー　ヘアコンディショナー　（オールヘアタイプ）　350mL  ······  1ヶ
モデーア　バブルバス　浴用化粧品　350mL  ·································································  1ヶ
モデーア　ポンプ　（シャンプー／コンディショナー用）  ·····················································  2ヶ

10,849円（税込み）10%  	品番：60574JP

ダメージが気になる髪も、しっとりつややかに。 
美しくすこやかな輝きへ。

リブクリーン  つややかな髪  コレクション

紫外線やドライヤーの熱、乾燥やカラーリングなど、過酷な

環境の中でダメージを受けやすい髪へ。安全・安心に配慮

した4つのアイテムで、包括的にアプローチ。やさしくクリー

ンに洗い上げ、きちんと保湿することで、しっとりつややかで

健康的な髪を守ります。

コレクション内容

モデーア　モイスチャライジングシャンプー　シャンプー　 
　（ドライ／ダメージヘアタイプ）　350mL  ·························································  1ヶ
モデーア　モイスチャライジングコンディショナー　ヘアコンディショナー
　（ドライ／ダメージヘアタイプ）　350mL  ·························································  1ヶ
モデーア　ディープトリートメントマスク　ヘアトリートメント　125mL  ·············  1ヶ
モデーア　ヘアセラム　頭髪用化粧品（髪用美容液）　45mL  ···························  1ヶ
モデーア　ポンプ　（シャンプー／コンディショナー用）  ······································  2ヶ

10,110円（税込み）10%  	品番：60575JP
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Live Clean COLLECTIONS

※コレクションの内容、容器を変更する場合があります

美しい生き方は、ていねいに暮らすことから。 
環境や人へのやさしさ、洗浄力にもこだわりを。

リブクリーン  住まいのお手入れ  コレクション

家族、そして地球の未来のために。毎日の洗濯や洗い物、ハ

ウスクリーニングなどに使う洗剤が、かけがえのない自然環

境を守ることにつながっていく。人や環境へのやさしさにこ

だわって原料から選びぬいた日用洗剤のコレクションは、意

識の高い方へのギフトとしても最適です。

コレクション内容

モデーア　ランドリーディタージェント　洗濯用液体洗剤　960mL  ·································  1ヶ
モデーア　ファブリックソフナー　柔軟仕上げ剤　960mL  ··············································  1ヶ
モデーア　フレッシュスペース　消臭剤　120ｍL  ·····························································  1ヶ
モデーア　オールパーパスクリーナー　住宅・家具用合成洗剤　480mL  ······················  1ヶ
モデーア　ディッシュウォッシュ　台所用合成洗剤　480mL  ············································  1ヶ

5,591円（税込み）10%  	品番：61773JP
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Live Clean COLLECTIONS

ショッピングガイド
SHOPPING GUIDE

モデーアとともに心はずむショッピング体験を始めませんか。 

モデーアは、安全・安心に配慮した製品を誰でも手軽に、リーズナブルな価格で購入できるよう、 

ショッピングシステムをご用意しています。
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ご注文について

インターネットでのご注文が便利です
（24時間受付）

モデーア・ショップでも製品をご購入いただけます。

モデーアジャパン公式ウェブサイト（パソコン・スマートフォン共通）

MODERE.CO.JP

モデーアを初めてご利用の方はアカウント登録（無料）が必要です。 

モデーアジャパン公式ウェブサイト  トップページ右上のログイン／登録をご確認ください。

「マイアカウント」の「購入履歴」から

確認できます。また、製品発送時に

はご登録のメールアドレスまで配送

完了メールを配信いたします。

配送状況の確認

「マイアカウント」の「購入履歴」や登

録した「お気に入り製品リスト」から

簡単にご注文ができます。

次のご注文が簡単

FAXによるご注文
FAX製品注文書の取り出し方は 

当サイトの「よくあるご質問」をご覧ください。

0570-078-031
IPフォン：018-888-9367

（24時間受付）

お電話によるご注文

〈製品のご注文、定期配送のお申し込み・変更〉 
モデーア  カスタマーオーダーダイヤル

0120-029-873
9:00～18:00（土・日・祝日 休）

「モデーア･ショップ」の店内にはモデーアのカタログに掲載

されている全製品を取り揃えていますので、実際に製品に触

れて、ご購入いただけます。ぜひ素敵なショッピングをお楽し

みください。

モデーア・ショップ 芝公園
東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル1F 　 
電話番号　03-5401-3050 
営業時間　10:30～17:30（土・日・祝日 休）

モデーア・ショップ 福岡
福岡県福岡市中央区天神2-4-11　パシフィーク天神3F 
電話番号　092-731-5110 
営業時間　11：00～18：00（水～日）（毎月1日・月・火・第3日 休）

モデーア･ショップ 芝公園
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返品特約に関する事項

•  モデーアは製品ご購入日から30日以内であれば、製品の未使用および未開封を条件として、お客さまから製品の返品をお受けしており、
100%の返金を保証しています。返金または返品手順については、当サイトのフッター（下部）から「よくあるご質問」をご覧ください。

•  ご購入後30日以内のお客さま都合による開封済み製品の交換、または一部使用済み製品の返品については、90%を上限として、製品の
状況等の事情に基づきモデーアが決定した金額の返金といたします。

•  ご購入後30日以内であっても、お客さまの責任により外観上明らかな破壊、汚損などが認められる場合は、返金および返品はできません。

•  ご購入日から30日を超えた場合は、返金および返品はできません。

〈 製品返送手順 〉

下記書類を返品製品に同梱いただき、下記住所まで送料元払い（お客さまが負担）でご返送ください。

必要書類：納品書下部の返品伝票（お持ちでない場合は、注文者情報・注文番号・返品製品番号・返品数量を明記した書面を同梱）

返 送 先：〒361-0021  埼玉県行田市富士見町1-18  日本通運株式会社行田事業所内  モデーアジャパン物流センター宛

定期配送サービス送料について

配送手数料

5,499円（税込み）以下：  880円

5,500円～10,999円（税込み）： 385円

11,000円（税込み）以上： 無料

※ 初回注文に限り、8,250円（税込み）以上のご注文は配送手数料が無料になります。
※ 代金引換をご選択の場合は、配送手数料のほかに、代金引換手数料が別途

275円（税込み）かかります。

ご指定の製品を定期的にお届けする便利なサービス。

※ 定期配送サービスのお支払方法、送料については、通常のお買い物に準じます。
※ 定期配送サービスは、いつでも数量変更、契約終了が可能です。

お届けについて お支払いについて

お届け先

日本国内に限ります。

発送について

原則、ご注文日の5営業日以内に発送いたします。

ただし、土日祝日、夏季・冬季などの休業日をはさむ場合、ご注文に

確認を要する場合、ご注文が集中した場合、自然災害や悪天候などの

影響でお届けが遅れる場合があります。

配送時間

時間帯のご指定ができます。

8:00 ～ 12:00 16:00 ～ 18:00
12:00 ～ 14:00 18:00 ～ 20:00
14:00 ～ 16:00 20:00 ～ 21:00

※定期配送サービスは、配送時間の指定はできません。

ご都合に合わせて下記の2種類からお選びください。

クレジットカード

ご使用いただけるカード

VISA／ビザ　JCB／ジェーシービー 
MC／マスターカード　AMEX／アメリカン・エキスプレス 
Diners／ダイナースクラブカード

※ご本人名義に限ります。

※お支払いは一括払い、海外利用扱いとなります。

代金引換

製品をお届けの際、宅配業者に代金をお支払いいただきます。

※ご注文いただける金額の上限は30万円（税込み）となります。
※手数料275円（税込み）がかかります。

お問い合わせ

0570-783-873
IPフォン : 03-6630-4843

モデーア  カスタマーダイヤル 9:00～18:00（土・日・祝日 休）
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貯まったマイレージポイント数に応じて２つの特典をご用意

バースデークーポン

次の誕生日前日までの1年間の累積マイレージポイント数に応じて、
毎年誕生日にバースデークーポンが発行されます。

※有効期限はバースデークーポンの発行から30日です。
※生年月日をご登録いただいている場合に限ります。

2

●累積ポイントとバースデークーポンの金額

誕生日までの 
1年間の累積ポイント

バースデークーポンの 
金額

500～999.99ポイント 500円

1000～2499.99ポイント 1,000円

2500～4999.99ポイント 5,000円

5000ポイント以上 10,000円

モデーア マイレージプログラム
ショッピングをさらにお楽しみいただくために、モデーアでは、ご購入金額に応じて 

マイレージポイントが貯まる特典プログラムをご用意しています。

マイレージポイントの獲得方法

ポイントは、ショッピングで獲得することができます。	

製品価格（税抜き）100円につき1ポイントを取得できます。

※ショッピングで獲得したマイレージポイントは、その製品を返品するとキャンセルされます。

※クーポンを使用する場合、値引き後の金額に応じてポイントが付与されます。

1

お買い物券

500ポイント貯まるごとに、 
自動的に500円のお買い物券が発行されます。

※有効期限はお買い物券の発行から1年間です。
※お買い物券は1回のご購入につき1枚ご利用いただけます。

※お買い物券で製品をご購入した場合でも 
マイレージポイントは付与されます。

¥500
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お友達紹介特典
モデーアを気に入っていただいたら、ぜひお友達にご紹介ください。 

ご紹介していただいたお友達は、初回購入時にディスカウント価格でショッピングをお楽しみいただけます。 

もちろんあなたにも、同じディスカウント特典をプレゼントします。

あなた

お好きな時に

5・10％OFF

お友達

初回購入時

5・10％OFF

5,500円以上のご購入で5%OFF  11,000円以上のご購入で10%OFF

＊配送手数料などを除く製品代金の合計金額に対してのディスカウントとなります。

＊お友達のディスカウント特典は初回購入時に自動的に適用されます。

＊紹介したあなたは、お友達が購入した日から60日以内のお好きなときにディスカウント特典を活用できます。
＊価格はすべて税込みです。

モデーアジャパン公式ウェブサイトにアクセスします。MODERE.co.jp （パソコン・スマートフォン共通URL）

※ご利用になるにはログイン、またはアカウント登録を済ませる必要があります。

お友達にモデーアを紹介するには

ご自身のアカウントでモデーアジャパン公式ウェブサイトにログインをすると、以下のような情報がページに表示されます。

3つの方法で簡単にお友達にモデーアを紹介することができます。

Eメールで紹介

「宛先」と「宛先のメールアドレ

ス」の欄にご紹介したい方のお名

前と、メールアドレスを入力して

直接お友達にメールを送ります。

読み取りコードで紹介

あなた専用の読み取りコードが

表示されています。ご紹介したい

方自身のスマートフォンなどで、

読み取りコードをスキャンしても

らいます。　

SNSでシェア

アカウントをもっているSNSのア
イコンをクリック。各SNSのモ
デーアの公式ページが開きます

ので、そこからお友達にモデーア

をシェアします。

1 2 3
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