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海洋深層水の

5つの特徴
Five Characteristics

of Deep ocean Water



コンセプト
COnccPt`(Rcining

Ryuspaリ フアイエングシリーズは、

久米島海洋深層水と沖縄天然素材を活かし、

さらなる美を追求するために様々な機能性美容成分に着目しました。

より洗練された美しさを目指す方のためのシリーズです。

Ryuspa Rcining Scrics uscs dccp Occan watcr

f10m Kumc lsland and natural ingrcdicnts■ om Okinawa,and fOcuscs

on various functional bcauty ingrcdicnts tO scCk fOr tLIrtllcr bcauty

lhis scrics is PcrfCCt fOr thOsc、 /hO、vant to achicvc a mOrc soPhisticatcd bcttuty

ⅣIain natural illgrcdicnts sourccd in(Dkinawa
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その他の整肌成分
・テマリカタヒノ`エキス(復活卓)・ リンゴ果実培養ll‖包エキス・アーモンドエキス・プルーンう)解物・プラセンタエキス(サケ由来)・ ビタミンC誘導体(30-エ チルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na)

Othcr skin cOnditiOning ingrcdicnts
Sclaginclla LcPidoPhyna Extract,Malus Domcsdca Frui Ccll Culture Extract,Prunu、 Amygdalus Dulcis(Swcct Almond)Sccd Extract,Hyd■ olyzed Prunus DomcsJca,Placcntal Plotcin,Vitamin C dcHvatives

(3-0-EthxI AscOrbic Acid,T■ sodium AscOrbyI Palmtatc PhosPhatc)



フォー ミングクレンザー [洗顔料 ]

FOaming Clcanscr    NET 150g

皮脂や汚れを吸着 して落 とすクチャ(海 シ

ル ト)配合の洗顔フォーム。植物由来の洗浄

成分がすっきりと洗い上げ、沖縄産の月桃・

パッションフルーツなど植物エキスがお肌

にうるおいをあたえます。

※アレルギーテスト済み
(全ての方にアレルギーがおきないわけではありません)

・■lis cicanscr cOntains Kucha(sca silt)that rcmovcs
CXCCSS SCbunぅ and ilnPuritiCs by absOrbing thcm

Clcansing ingrccticnts dcrivcd l10m plants givc a

rcnicshing ichng altcr washing your,cc,and thc

plant cxtracts lrolll thC Prodttcts OfOkhawa such as

shcll gillgci ancl Passi01l lluit moisturizc your skin

※Alkl訂 Icstcd

HOwcver,sOnlc ind viduals m■ y stll cxpericncc allclgic

【ご使月1方 法】適量を手 または泡立てネ ッ トに取 り、よ く泡立て、顔全体 を

やさしく包み こむよ うに洗い、水かぬるま湯でよ く洗い流 します。

IDirccJOns]With a mOdcratc amOunt ofclcanscr On your hands Or a lathcr nct,

、vOrk uP a incly― tcxturcd lathcr and thcn gcntly massagc lacc with it bctorc

rinsing thorOughly with cOld Or lukcwarm watcr

クチャ海藻パ ック [角 質ケア]

Kucha Scawccd Pack  NET 120g

皮脂や毛穴の汚れを吸着するクチャ(海 シ

ル ト)配合のディープクレンジングパック。

クチャ(海 シル ト)で 皮脂や毛穴の汚れを吸

着 し、オキナワモズク、アルゲエキス (海藻

由来成分)が、クリアになった肌へなめらか

なうるおいを届けます。

Kuclla(sca silt)lrst absOrbs cxccsS SCbum and

impuritics flom porcs to clcar thc skin,and thcn

Okina、va nlozuku sca、 vccd cxtract and algac cxtract

(ingrcdicnts dcrivcd f10m scawccd)hclp to makc

D70ur Skin sll100th and mOist

【ご使用方法】洗顔後、マスカット粒大2個分を目安に目や日の周りを避け顔全体

に厚くのばします。そのまま5～ 10分ほどおいた後、水かぬるま湯でよく洗い流

します。首～デコルテ・ボディにもお使い頂けます。お肌のコンディションに合

わせて、週1～2日程度お使いください。

[DilcFiOns]ARcr washing yOur icc,aPPIy a tl■ ick laycr OfPaよ (usc a Юlumc cqtu■ alcnt

tO TPrOXinlatcヶ ●VO grapcs)to』 ofyOur icc Lcavc br 5 to 10 minutcs and th。 l rinsc

thOrOu♪ly with C01d Orlukcwarm watcr「 mc pack can bc uscd On thc ncck,dcc。 1lctc,

and bO"Usc thiS Ptt Oncc Or● ■lcc a lvcよ dcpcndlng On your skln cOndl■ On*ん Old

thc arcas aroundン Our cycs and n■ Outl■  Ifit gcts intoり cs,、～aSh Wlth c01d Orlukぃ varm

watcr Do nOtrub yourり も

※日に入った場合はこすらずにす ぐ水またはぬるま湯で洗い流 してください。目に異物感が残る場合は本品を持参の上、眼科医にご相談 ください。
※If yOur cyc bccomcs irritatcd,consult an OPhthalm010gist and sl10、 v this PrOduct



Step.2

バランシング ローション [化粧水]

Balancing LOtiOn    NET 150ml

みずみず しい うるおいを与えなが ら毛穴を

引き締め、肌のコンディシ ョンを整 えます。

ハ リを もた らす アーモ ン ドエキス、キメを

整 えるビタミンC誘導体、アロエベ ラ、シー

クヮーサーエキス配合。

※アレルギーテスト済み

(全 ての方にアレルギーがおきないわけではありません)

Balancing Lotion improvcs your shn cOnditiOn by

mdstu五五ng shn and dglltcnhg porcs Thヽ htiOn

contains s、 vcct almond sccd cxtract to frm your

skin,and vitarnin C dcrivativcs,A19c vcra lcaf

cxtract,and Citrus dcprcssa pccl cxtraと ttO smooth

yourshn

※AHcigy tcstcd

Howcvcr,some individuals may still cxPcicncc alclgic

モイスチャライジングローション [化粧水]

Moisturizing Lotion    NET 1501■ lll

3種類のヒアルロン酸、テマリカタヒバ (別

名・復活草)エ キスが角質層をうるおいで満

たし、コラーゲンやマリンプラセンタがお

肌のしなやかさをサポー トします。

※アレルギーテスト済み
(全ての方にアレルギーがおきないわけではありません)

Thrcc kinds Of hyalurOna,s and SClaginclla
lcPidoPhメ la(rcsurrcction Plant)は tract moisturizc

thc cuticlcs,and cOllagcn and Placcntal prOtcin hcIP

tO acl■icvc sl,skn

※川lcry tcstcd

HOwcvcr,sOmc individuals may stin cxPcriencc allcrgic

【ご使用方法】適量を手またはコットンに取り、顔全体～首、デコルテまで丁寧になじませます。

乾燥が気になる時、乾燥が気になる部分には重ねづけをすると効果的です。

[Dircctions]Wlth a mOdcratc amount oflotiOn on your hands Or a cOtton Pad and gcntly SPrcad all over thc facc,ncck,and dccollctc

lf you Fccl your skin is dry,apply thc 10tion to thc a∬ ccted arca rnultiplc timcs



StcP.3 StcP.4

エ ッセンス [美容液 ]

Esscncc   NET.301nl

肌 にハ リを与 える リンゴ果実培養細胞エキ

スな ど26種類の美容成分 を贅沢に配合。ビ

タミンC誘導体・マ リンプラセンタが肌のキ

メを整え、つややかさを引き出 します。

※アレルギーテスト済み
(全ての方にアレルギーがおきないわけではありません)

Esscncc is a composition of 26 kinds Of bcauty

ingicdicnts including Malus dOmcstica(applc)■ uit

ccll ctllturc cxtract to lrll■ your skin Vitainin C
dcr市 ativcs and Placcntal Protcin alsO l■ clP to bring

out tllc smOothllcss and shinlncss ofyour skin

※AHcrgメ testcd

Howcver,sOme individuals may sti■ exPcncncc anc18iC

【ご使用方法】2プ ッシュを 日安に、顔全体に丁寧にな じませ ます。気になる

部分には重ねづけを してお使い ください。

「D■cciOng Prcss thc pumP ttiCC and gcndy sPrcad Ovcr your cndrcぬ cc APPヶ ■

tO thc antctcd arca multiplc timcs ifncccssarv

クリーム [保湿クリーム ]

Crcam NET 30g

植物由来のスクワラン、3種類のヒアルロン

酸がとろけるように角質層へ浸透し、なめら

かな肌へと導きます。黒砂糖など植物エキス

が、やわらかく、ふくよかな則1を保ちます。

Tl■ c squJanc dcHvcl■ Omメ ants and thrcc knds Of

wiurOnans pcnctratc thc cutidcs as ifmclting a、 vay

to lcavc bchind sm00th skin,whilc Plant cxtracts

such as sugar canc cxtratt kccp skin s。 ■and supplc

【ご使用方法】適量を顔全体に丁寧になじませます。乾燥が気になる部分には

重ねづけをしてお使いください。

[Dircction』 Takc a mOdcratc amOunt of crcam and gcntly Sprcad Ovcr your cntirc

tacc lfyou■ clyOurshn is d7,apply it tO thc a■ cctcd arca multiPlc timcs


