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真夏に向けて UV 対策
目深にかぶれるおしゃれなサマーハットと
羽織り心地も快適なシフォンショールを
ご用意しました。

LV1 サマーキャスケット（黒）
特別価格 $28　送料：無料
UV カットとウォータープルーフ加工
を施したコットン素材のスタイリッ
シュなキャスケット。つばの幅は最長
8.5cm。目深にかぶれて顔全体をすっ
ぽり覆って紫外線をカット。しっかり
した素材と縫製なんどえ春先から秋ま
でロングタームで利用できます。取り
外しできる首紐付き。
サイズ：56 〜 58cm

LV2 コットンバケットハット（黒）
特別価格 $16　送料：無料
シンプルなデザインでカジュア
ル、ファンシー、ビジネスシー
ンなどどんなファッションにも
合わせやすいコットンハット。
約 11cm の幅広のつばでしっか
り紫外線を予防。小顔に見える
効果も！
サイズ：56 〜 58cm

LV4 シフォンショール
特別価格 $15
送料：無料
２枚の布をボタンで
留めるスタイルの大
判のショール。シル
ク混紡のシフォンは
エレガントで軽やか。
羽織り方次第でカー
ディガン風、ブラウ
ス 風、 ス カ ー フ や
ショール風とアレン
ジ可能。ビーチやお
買い物、ドライブ中
の日焼け防止や、少
し肌寒い時もサッと
羽織れるスグレモノ
です。
サイズ：
160cm x 100cm

LV3 メッシュサンハット
（黒 / ベージュ）
特別価格 $19　送料：無料

メッシュ織りのコットンで軽く
通気性の良いつば広ンハット。後
ろのボタン部分でつばをくるっ
と丸めてアレンジもできます。
サイズ：56 〜 60cm

ふんわり
サラサラ

の

大判ショー
ルでUVカ

ット

様々なシ
ーンで大

活躍！

※帽子、ショールは折り畳んだ状態でのお届けになります。

Summer Casquette / Black

UV Cut Chiffon Shawl

Summer Backet Hat / Black

Sun Mesh Hat / Black, Beige

丸めて
持ち

運びで
きる！

つばにソフトワイヤー
が入っているので着用
前に伸ばして下さい。

つば部分に
ステッチが
あります

見ているだけでも楽しいお買い物カタログ

https://www.lovest-la.com/product-page/%E6%98%A5%E5%A4%8Fuv%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88-%E9%BB%92
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB


お電話でのご注文 (310) 538-4122 ★受付時間：平日 10am 〜 6pm

夏に負けない素肌をつくる
スキンケア化粧品

LV5 コラーゲンネックマスク
特別価格１枚 $5 ／５枚セット $20
送料：無料
気になる首元専用のコラーゲンマスク。
ぷるぷるのゼリー状のマスクにはコラー
ゲン、ビタミン C、ヒアルロン酸、各種
ビタミン＆ハーブ等の美容成分を配合。
気になる首のシワやたるみにたっぷりの
潤いと栄養を与え、ハリと透明感のある
素肌へ導きます。

NM1 シュラメック スキンリクシール
特別価格 $53（通常 $57）送料：$4
顔から首まで広くシワ、たるみ、乾燥、くす
みなどの肌老化を予防改善する美容液。植物
成分、ヒアルロン酸、ビタミンなどをリッチ
に配合し、肌細胞生成を促進。ハリと透明感
のある若々しい素肌へ導きます。

NM3 メラホワイト・デイクリーム
特別価格 $86.40（通常 $90） 送料：$4
SPF20 で紫外線から肌を守りながら
美白効果でシミが増えるのを防ぐ日
中用保湿クリーム。アルブチンαを
始めメラニン色素の生成を抑えるオ
ウゴンエキスなどを配合。UV カッ
ト、保湿、美白の３つの作用で透明
感のある潤う素肌へと導きます。

NM4 メラホワイト・ナイトクリーム
特別価格 $99（通常 $110） 送料：$4
乳液タイプでベタつかない夜用美白
クリーム。イルミシン、ディフェン
シル、ビタミン C などの美白成分や
植物オイルが豊富に配合。日中に受
けた紫外線ダメージを修復し、寝て
いる間に美白を促進します。

ぷるぷる
ゼリー状
マスク

ハーブ医療先進国ドイツで生まれた
ドクターズ美白ケア Dr. Scrammek 

Cefine Nanomics Special Care Kit Cefine UV Cut Milk SPF 30 PA+++ 50g

Schramekk  Skin Elixier 30ml

Schramekk  Mela White Night Creme 50ml

Schramekk  Mela White Day Creme 50ml

［販売元］Nami's Skin Care

TB2 セフィーヌ スペシャルケアキット
特別価格$59（通常$90）　送料：無料

TB2 セフィーヌ UV カットミルク
特別価格$35　送料：無料

Collagen Neck Mask 1 sheet

ナチュラルハーブピーリング「グリーン
ピール」の生みの親である皮膚科医・ド
クター・シュラメックのスキンケアは、
エステティックサロンや皮膚科でも使用
されているプロ仕様のフォーミュラ。お
肌の内側と外側から健康的で美しく若々
しい素肌へと導きます。 

美白

美白 エイジングケア

独自の機能性原料浸透技術でつくりあげたナノミックシ
リーズ 4 アイテム 10 日間分の集中ケアキット。99.9%
美容液成分で出来た新処方のクレンジングクリーム、保
湿と美白、アンチエイジングが 1 本で叶う化粧水、シワ
のケアを第一に考えた高機能乳液、女性ホルモンに着目
した次世代クリームの 4 ステップのアイテムの効果を、
10 日間じっくりお試しいただけます。

［内容］＊ザ・クレンジング 30g　＊ ザ・ローション ウルティマ 30ml
＊ ザ・エマルジョン 20ml　＊ザ・クリーム LX 8g

［販売元］Tokyo Beauty

エイジングケア お肌を 1 番に考えた
顔・ボディ用日焼け止め

ママ＆ベビーにも使える！
肌へのやさしさ
ノンケミカル処方／顔・ボディ用
／無香料・無着色・無鉱物油／ア
ルコールフリー／せっけんで落ち
る／ウォーターベース

４種のアロマ精油で
夏の外敵をブロック
ラベンダーやレモングラス等の精
油を配合し、虫よけ防止でガーデ
ニングや外遊びも安心

毎日使うものだから…
気持ち良い使い心地
のびがよくてみずみずしい／ベト
ベト・ギシギシ・白浮きしない

［販売元］Tokyo Beauty

日焼け止め

https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%EF%BC%91%E6%9E%9A
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%82%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8C-uv%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%82%AF
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/dr-%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%BC
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0


SL4 フォーラブド セルアクティフ
特別価格 $120（通常 $137）送料：無料
14 ものエイジングプロブレムを改善するマル
チタスクの美容液。幹細胞を活性化する北大西
洋アルガエ藻、細胞内に水分を導入するアクア
ポリンを増やす南米原産ピブタデニアコルプ
リナなどの有効成分がシミやシワを改善し透
明感とハリの溢れる肌へ導きます。

Forlovede Nutriment Blue Oil 30ml

SL2 ニュートリメントブルーオイル
特別価格 $32（通常 $38）送料：無料
乾燥肌、超乾燥肌用保湿美容液。青色
はブルーカモミール “ アズレン ” の青
色。アズレンをはじめとする植物性オ
イルが肌のバリア機能を高め肌荒れを
鎮静。さらに豊富な美容ビタミン類や
セラミドなどが肌をふっくら、しっと
り整えます。

Natural Aqua Gel CURE 250ml

NM6 
ナチュラルアクアジェルキュア
特別価格 $36 送料：無料
角質ケアの元祖、活性化水素水ベー
スのソフトピーリング。肌に優しい
天然の植物抽出エキスが古い角質を
素早く吸着し、ポロポロと落としま
す。ふんわりクルクルとマッサージ
をするだけで肌に負担をかけずに毛
穴もしっかりお掃除して生まれたて
の赤ちゃんのようなつるすべの透明
肌に。肌のターンオーバーを促進し
てシミやシワを予防してくれます。

［販売元］Nami's Skin Care

YAMANO amber Powerex all-in-one gel EX 95g

YA1 ヤマノ肌 琥珀パワーエキス
オールインワンジェル EX
特別価格 $53 送料：無料
山野愛子のスキンケアを代表する琥
珀パワーエキス No.2RE と、24 種類
の美容成分が高配合のオールインワ
ンジェル。化粧水・美容液・乳液・
クリーム・ブライトニング・エイジ

ングケア・化粧下地の
７つの機能をひとつに
し、よりエイジングケ
ア（年齢に応じたケア）
を高めました。忙しい
女性におすすめする、
ワンランク上のオール
インワンジェルです。

［販売元］
Doronko Beauty

Pevonia Smooth & Tone Body Svelt Creme 200ml

NM5 ペボニア ボディスベルトクリーム
特別価格 $76（通常 $80）送料：$5

Forlovede Shine Free Solution 30ml

SL3  シャインフリーソリューション
特別価格 $35 送料：無料
皮脂のテカリやオイリースキンを抑え
サラサラの素肌に整える美容液。自ら
の分子の 400 倍もの油分を吸収するナ
イロン 12 をはじめ、殺菌、鎮静、そ
して保湿作用に優れる植物性オイルな
どを配合。テカリがきになる部分につ
けることで８時間も効果が持続します。

日系エステサロン Scent of Lavender 発
原液美容液シリーズ " フォーラブド "

Forlovede Cell-Actif 50ml

オールイ
ンワン！

サンマリノのエステティックサロン「セ
ントオブラベンダー」のオリジナルブラ
ンド、Forlovede。ひとりひとりの肌が抱
える問題を解決して健やかで理想的な状
態へ導く、プロ専用のラボから生まれた
カスタム美容液シリーズです。

お買い物はラベストショップオンラインショップで！ www.lovest-la.com

肌修復

テカリ防止
エイジングケア

スリミング

Dr. J Green C Powder Kit  (1C-Activator 30ml and 4 Vials 1.6g /ea)

SL1 Dr. J グリーン C パウダー集中キット
特別価格 $145（通常 $165）送料：無料
使用直前に手のひらでアクティベートする、サロン御
用達ブランドのオーガニックビタミン C １週間集中ケ
アキット。美白成分のアルブチン、天草エキスや肌再
生を促すコウジ酸や乳酸等がシミやくすみはもちろん、
小ジワやたるみ、毛穴の開きを改善。キメ細かくハリ
のある透明な素肌へと導きます。有害添加物不使用。

［販売元］Scent of Lavender

エステの痩身メニューでも使
用されている、サロンブラン
ド「ペボニア」のスリミング
クリーム。脂肪やセルライト
がきになる部位に塗ってマッ
サージ。脂肪燃焼を促し、肌
を滑らかにするグリーンコー
ヒー、ヨウ素を他の海藻より
も豊富に含み、むくみを改善
する成分・ブラダーラック、
テオフィリン、ガラナフルー
ツなど老廃物の排出作用のあ
る植物エキスが多数配合され
ています。入浴後の使用がオ
ススメ。

［販売元］Nami's Skin Care

エイジングケア

角質ケア

エイジングケア

濃縮ビタ
ミンCが

美白も促
進！

https://www.lovest-la.com/product-page/%E5%B1%B1%E9%87%8E%E6%84%9B%E5%AD%90-%E7%90%A5%E7%8F%80%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%ABex
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%9A%E3%83%9C%E3%83%8B%E3%82%A2-%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3c%E3%83%91%E3%82%A6%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB-%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%BC
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%89-%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%95
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%89-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB
https://www.lovest-la.com/product-page/forlovede%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
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薄毛、生え際の白髪が気になる方、
カジュアルに髪型チェンジを楽しみたい方に

ヘアピース

ブラック

ブラウン

サイド

サイド

サイド

着用前 着用後バック

バック

バック

LV7 人工ファイバー 
ミディアムヘアピース

（黒/ブラウン/ライトブラウン）
特別価格 $24　送料：無料

Synthetic Hair Medium Bang Top Piece 10 inch Black/Brown

LV8 人工ファイバー バング付き
ミディアムヘアピース

（黒 / ブラウン / ライトブラウン）
特別価格 $24　送料：無料

Synthetic Hair Short Bang Top Piece Black/Brown

LV9 人工ファイバー バング付きショートヘアピース
　　（黒 / ブラウン）　特別価格 $18　送料：無料
前髪と後頭部部分８インチ、サイド 10 インチのショートヘアピー
ス。毛量が多い側と少なめでレイヤーが入った側があり、ボリュー
ムが欲しい位置に合わせて前後の入れ替えて調節できます。

Synthetic Hair Top Volume Hair Piece Black/Dark Brown/Brown

LV10 人工ファイバー 
ボリュームトップヘアピース

（黒 / ダークブラウン / ブラウン）
特別価格 $36　送料：無料
トップ周辺の薄毛や白髪が気になる方に、ボ
リュームたっぷりのヘアピース。緩いカール
と長さの違うレイヤーで、ストレートやくせ
毛、パーマヘアにもよく馴染みます。また人
工ファイバー特有のテカリ感も抑え、軽量で
人毛と変わらぬナチュラルなルックスを演出
するハイクォリティーなヘアピースです。

最長部 10 インチ、毛
量ボリュームたっぷり
のミディアムレンスの
ヘアピース。クリップ
４箇所でしっかり固定。

Synthetic Hair Medium Top Piece 10 inch Black/Brown

人工ファイバーの良さは、リーズナブルな価格
と色艶が褪せず長持ちすること。形状記憶加工
なのでスタイル長持ちなのに、耐熱性でブロー
や低温のヘアアイロンでのセットもOK。特別
なお手入れも不要。ファッション感覚で気軽
に色や長さを楽しめます。

扱いやすく
リーズナブルな
人工ファイバー

生え際をしっ
かりカバーし

て

見た目も表面
ツヤツヤ！

人工毛ヘアピースは在庫状況によりお届けまで２週間前後かかることがあります。何卒ご了承ください。

ブラック

ダークブラウン

ブラウン

前後左右
４箇所

のクリップ 毛量が多い方が前の場
合。ボリュームタップリ
の前髪になります。

毛量が少ない方が前。
レイヤーが入ったよう
になります。

サイド

ブラック ブラウン

最長部 15 インチ、前髪のあ
るミディアムレンスのヘア
ピース。ブラウン、ライトブ
ラウンは元の色に合わせやす
いよう、トーンの異なる毛を
混合しています（写真下）。ク
リップ前後２箇所。

ブラック

ブラウン

ライトブラウン

前髪付きで

若々しい印象
に！

希望の毛量で

前後入れ替え
られる！

ウィッグ並み
のボリューム

、

限りなく人毛
に近い

自然な艶＆高
品質！

分け目のある
タイプです

※クリップは
左右２箇所

https://www.lovest-la.com/product-page/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%9F%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%9F%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%AF%9B%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88-%E9%BB%92-1
https://www.lovest-la.com/product-page/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%AF%9B%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%93%E8%89%B2


お買い物はラベストショップオンラインショップで！ www.lovest-la.com

KS1 総手植え人毛 100％
ミニトップヘアピース

（黒/ブラウン/ライトブラウン）
特別価格 $55　送料：無料

KS2 総手植え人毛 100％
ミニリアルスキンヘアピース

（黒 / ブラウン）
特別価格 $150　送料：無料

Human Hair Mini Top Piece 4.5 inch Black/Brown/LT Brown

Human Hair Mini Top Piece 4.5 inch Black/Brown/LT Brown

人毛ヘアピースの最大の良さはやはり、普段
使いで長時間着用しても違和感のない自然な
見た目と手触り。色に違和感があっても人毛
なのでカラーリングもでき、地毛と一緒にパー
マもできます。お手入れもいつものヘアケア
と同じで良いのも嬉しい特徴です。

ナチュラルで
ハイクォリティの
人毛 100％

#1

#1

#2

#2

#3

クリップ１個

クリップ２個

上記に毛量とリアル
スキンタイプのつむ
じをプラス！

LV11 白髪ヘアラインカバーシャドウ
ダークブラウン / ブラウン / ブラック
特別価格 $9.98　送料：無料

SL5 ラピッドヘア育毛フォーミュラー
特別価格 $89.99（通常 $89）　送料：無料

Hair Line Shadow with Puff Rapid Hair Hair Voluming Formula 50ml

＊左から
⃝ブラウン
●ダークブラウン
●ブラック

パフでポンポンするだけで白髪をしっかりカバー！

白髪や薄毛にポンポンと叩い
て簡単にカバーできるヘアラ
イン専用シャドウ。生え際を
繰り返しカラーリングするの
は大きなダメージヘアの原
因。そこでこのヘアライン専
用のシャドウ。髪に優しい自然な色素を使用し、髪
にダメージを与えずに均一にカバーしてくれます。
ミツロウ配合で髪を保護するだけでなく、ウォー
タープルーフ効果もあります。アルコールフリー、
硫酸塩フリー。

世界中で大ヒットしたまつ毛美容液、ラピッドシ
リーズに待望の頭髪用美容液が登場！
頭皮と髪を育ててボリュームアップ！

１日１回、清潔な頭皮に与えるだけで約 60 日間の
使用で髪のボリュームアップを実感。独自の「ヘク
サチン４複合体」の 6 つの成分、①髪にボリュー
ムを与えるポリペプチド、②艶やかな髪を育てるビ
オチン、③髪の水分量をキープし表面をコートする
パンテノール、④しなやかさと弾力をアップさせる
シルクアミノ酸、⑤髪に輝きとなめらかさを与える
スイートアーモンドエキス、⑥頭皮を活性化させる
ナイアシンアミドが、健康な頭皮と美しい髪を育て
ます。［販売元］Scent of Lavender

AfterBefore

ポンポ
ン♩

［販売元］KS Global, Inc.

Image

健康な地肌と
豊かな髪を

育てる育毛美
容液

https://www.lovest-la.com/product-page/%E4%BA%BA%E6%AF%9B%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9
https://www.lovest-la.com/product-page/jinnmou
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%98%E3%82%A2-%E8%82%B2%E6%AF%9B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%89%E3%82%A6


色指定をお忘れなく！

ハニー

ライト
クラシック

自宅でお肌の本格メンテナンス！
エステフェイシャルの定番トリートメント

LED、RF/EMS がひとつになった
ホームエステリフトマシン

毎日５〜 10 分のホームエステでリフト
＆美肌キープ。プロのリフティングフェ
イシャルでも使われる RF（ラジオ波）/
EMS と、赤、青、緑、ピンクの LED 照
射を搭載（家庭向け機器用出力量）し、
リフトとスキンケアが同時にできます。
LED は色により周波数が異なり、目的
別に切り替えることができます（右表参
照）。軽くて持ちやすいので TV を見な
がら楽々お肌のメンテナンスが実現！
＊英語説明書付　＊日本語解説書
＊ USB コード
※ RF/EMS 使用時はジェル化粧水や乳
液など水分のあるものをつける必要があ
ります。

RED LED
650nmの波長が真皮層のコ
ラーゲン細胞を刺激。小ジ
ワたるみを改善。

BLUE LED
470nmの波長が角質層に届
き、ニキビや皮脂の過剰分
泌を整える。

GREEN LED
530nm の波長が肌のター
ノーバーを整え、肌荒れや
赤ら顔を改善。

YELLOW LED
590nmの波長がターンオー
バを促進し、シミ、くすみ、
色ムラを改善。

PINK LED
赤、青、緑の混合フラッシュ
で皮膚細胞を刺激し、しっ
とり素肌へ導く。

お電話でのご注文 (310) 538-4122 ★受付時間：平日 10am 〜 6pm

LED/RF/EMS Facial Machine

LV12 LED/RF フェイシャルマシン
特別価格 $60　送料：無料

Dr. Schrammek Blemish Balm 30ml

NM8 Dr. シュラメック
ブレミッシュバームクリーム
特別価格 $53（通常 $71）

送料：$4

グリーンピールを開発した
ドイツの自然派ブランドが
提供する元祖 BB クリーム

HydorPeptide Solar Defense Tinted Moisturizer SPF 30 50ml

SL7 ハイドロペプチド
ソーラディフェンス SPF 30
特別価格 $44（通常 $48）

送料：無料

ナチュラルな肌色で
ファンデーション要らず
スキンケアもできる日焼け止め

RapidLash 3ml

SL6 ラピッドラッシュ
まつ毛美容液
特別価格 $49　（通常 $49.95）

送料：無料

全世界で大ヒット！もはや定番
短い、少ない、まつ毛を育てる
まつ毛専用育毛美容液

元祖BBクリーム CCクリーム /日焼け止め まつ毛美容液

ドイツの皮膚科医、DR. シュラメッ
クが、皮膚治療後の患者のために肌
再生を促進する目的で考案。皮膚の
鎮静、保護、赤くなった肌のカバー、
毛穴縮小、肌荒れの改善など、様々
なスキンケア効果が期待できるベー
スメイク。つけたまま寝てしまって
も大丈夫なくらい、肌に優しい処方。
＊ SPF 効果はありません。

［販売元］Nami's Skin Care

二酸化チタン＋酸化
亜鉛の肌に優しい日
焼け止め成分で紫
外線から肌を守る、
SPF30のCCクリー
ムタイプの日焼け止
め。ヒアルロン酸や
アロエなどのスキン
ケア成分をたっぷり
配 合 し、 こ れ １ つ
で保湿、アンチエイ
ジング、サンブロッ
ク、ベースメイクの
働き。効酸化力で注
目のフルーツ、アサ
イー由来の天然カ
ラーリング成分が自
然に肌の色ムラをカ
バーし、シミやシワ
を目立たなくして、
明るい肌を演出する
ティントタイプ。

［販売元］
Scent of Lavender

高濃度のポリペプチドがまつげや眉
毛の毛根に栄養を与え、まつげを濃
く長くし、眉毛を育てます。１日１回、
夜寝る前にまつげの生え際や眉毛の
上をなぞるだけで、４〜６週間でハッ
キリ違いがわかるほどの
効果が得られ、モイスチャー
効果でまつげに艶と
弾力性を与えます。

［販売元］Scent of Lavender

https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%9A%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%89-%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9spf30
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%A0-bb%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.lovest-la.com/product-page/led-rf-ems-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3


Pick Up
できます

Dr. Kang Olive Power 60 caps

KM1 オリーブパワー
特別価格 $25　送料：無料
中年太りや高血圧改善を助ける
抗酸化、抗菌、殺菌、抗ウィルスに
優れるオリーブ独自のポリフェノー
ルが中年からの健康をサポート。
Dr. Kang Kinoko Mashroom 100 caps

KM2 キノコ・マッシュルーム
特別価格 $35　送料：無料
冬虫夏草で免疫力アップ
アジア圏最強の強壮剤と言われる冬
虫夏草はアレルギーなどの免疫疾患
の改善が期待されています。
Dr. Kang Hachi Prololis 100 caps

KM3 八プロポリス
特別価格 $28　送料：無料
風邪やアレルギー予防にも
ビタミン、ミネラル、アミノ酸、フラ
ボノイドを豊富に含み、抗菌、抗ウィ
ルス、抗酸化に優れるポロポリス。

KE-99 Lacto Capsules 60 caps/30 days supply

KE1-A KE-99 カプセル
特別価格 $29.95　送料：無料
KE1-B ６個セット（１個分フリー！）
特別価格 $149.75（通常 $179.70）送料：無料

KE-99 Lacto Tablet 60 tabs/30 days supply

KE2-A KE-99 タブレット（チュワブル）
特別価格 $19.95　送料：無料
KE2-B ６個セット（１個分フリー！）
特別価格 $99.75（通常 $119.70）送料：無料
Probio White 60 caps/30 days supply

KE3 プロバイオホワイト（飲む美白サプリ）
特別価格 $35　送料：無料

m'lis Radiance beauty drink+ collagem 567g/15 servings

NM9 エムリス ビューティドリンク＋コラーゲン
特別価格 $50　送料：無料

m'lis Total Body Cleanse Kit for 7 days supply

NM10 エムリス トータルボディクレンズ７日間キット
特別価格 $69　送料：無料

BreachBright NightBright L.E.D Home Whitening for about 10 Sessions

SL9 ブリーチブライト LED ホームホワイトニング
特別価格 $48（通常 $85）　送料：$3

Bag in Bag Organizer H: 27cm W: 8cm D: 17cm

LV12 バッグインバッグオーガナイザーポーチ
　　　　　　　　特別価格 $9　送料：無料

TANZEN Essential Oil Diet Kit - Oils: Grapefruits, Rosemary, Geraniums/5ml ea. Sweet Almond/120ml

　　  SL8 タンゼン ダイエットアロマオイルセット
　　   特別価格 $45（通常 $56）　送料：無料

肌、髪、爪を若く美しく保つ
コラーゲンパウダードリンク
ピーチ＋マンゴー風味で飲みやす
い！１回分に 5,000mg ものコラー
ゲ ン を 始 め、MSM、 リ コ ピ ン、
CoQ10、ビオチン（ビタミン B7）
をバランスよく配合し、体の内側か
ら若々しい美しさをサポート。

体に必要な栄養素を補いながら
７日間のプチ断食をサポート
デトックスを促進する “ パワークレ
ンジング”と、“エッセンシャルグリー
ン ” ７日間のデトックスパッケージ。
エッセンシャルグリーンは新陳代謝
を促進し、活性酸素から細胞を守る
手助けもします。健康なお肌へと導
き、心も体もリフレッシュ！

「飲むビタミン C 点滴」錠剤
話題の美白＆免疫強化サプリ
最高グレードのナノ化したビタミン C
を独自の方法で初めて錠剤化に成功！ 
風邪、疲れ、肩こりなど身体の不調。免
疫力やお肌の悩みをほぼ 100％の吸収
率 * で強力にサポート !
* 専門機関での数値検証済み

いつも「鍵がない、お財布がない」と慌てている方にぴっ
たり！　前後に大小のポケットが 12 個も付いた整理整
頓用ミニバッグ。仕事用のバッグからお出かけ用バッグ
にスポッと入れ替えられてとっても便利！　旅行にも！

食欲抑制とデトックス効果が
期待できるグレープフルーツ、
引き締め作用のあるローズマ
リー、むくみ改善作用の肌にや
さしいキャリアオイル、スイー
トアーモンドオイルのセット。

12% hydrogen peroxideの、
プロレベルのフォーミュラの
歯のホワイトニングキット。
平均２〜８シェードアップの
白さが６ヶ月以上実現。歯型
にジェルを入れて歯にかぶせ
LED を当てるだけと簡単！

ダイエットをサポートするエッセンシャ
ルオイルとマッサージオイルのセット

ピンク 水色 グレー

オレンジ

黒
色指定を

お忘れなく

ごちゃごちゃバッグ、一気に解消！

自宅でプロ並みの歯のホワイトニングが実現！

鍼灸治療と東洋医学を取り入れた
ビューティケアを提供する
Dr. カン処方のオリジナルサプリ

腸まで届く信頼の乳酸菌 KE-99

［販売元］Scent of Lavender

［販売元］Scent of Lavender

［販売元］Lypox

［販売元］Kang
Eastern Medicine

［販売元］
Nami's Skin Care

［販売元］
Nami's Skin Care

LIPOSOMAL Vitamin C-TAB 90 tabs (about 1 month supply)

LP1 リポソーマルビタミン C タブレット
特別価格 $29.99　送料：無料

腸内環境を整えて健康体を目指しましょう！
良い腸内環境は全身の健康の源。腸内の善玉菌を増やし
て栄養吸収やデトックスを促進し、全身を健康体へと導
きます。便秘や過敏性腸炎などでお悩みの方に特におス
スメ。美容促進やアレルギー体質改
善効果でも注目を集めています。

KE-99 に、ビタミンＣ、アミノ酸、フィッ
シュコラーゲン、α - リポ酸、グルタチ
オンの５種類の美肌成分をプラス。

［販売元］Probio Health

https://www.lovest-la.com/product-page/kem-kem-olive-power
https://www.lovest-la.com/product-page/kem-kinoko-mashuroom
https://www.lovest-la.com/product-page/kem-hachi-propolis
https://www.lovest-la.com/product-page/ke-99-lacto-%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB
https://www.lovest-la.com/product-page/ke-99-lacto-%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%EF%BC%95%E7%AE%B1-%EF%BC%91%E7%AE%B1%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/ke-99-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/ke-99-lacto%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AB-%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3c-%E3%82%BF%E3%83%96
https://www.lovest-la.com/product-page/m-lis-%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF
https://www.lovest-la.com/product-page/m-lis-%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA
https://www.lovest-la.com/product-page/tanzen%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/product-page/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%81%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88-%E6%AD%AF%E3%81%AE%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://www.lovest-la.com/beautyproducts
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Tuna Recipe
ツナ

Tuna with 
Salmon Recipe
ツナとサーモン

Tuna with 
Scallop Recipe
ツナとほたて

Tuna with 
Chicken Recipe

ツナとチキン

Chicken Recipe
チキン

Chicken with 
Scallop Recipe
チキンとほたて

Chicken with 
Cheese Recipe
チキンとチーズ

Chicken with 
Shrimp Flavor 

チキンえび風味

Chicken with 
Crab Flavor 

チキンかに風味

１パック（４本入り）$3.99　送料５パックまで$3
｛ラベストショップ特典｝
①	６パック以上購入で送料無料！
②	９パック購入で１パックおまけ！
③	12パック購入で２パックおまけ！

猫ちゃん夢中！
大人気おやつ！

【ご注文はお電話またはオンラインで】
お電話　(310) 538-4122
★月〜金 10am 〜 6pm　＊土・日・祭：休業

24 時間いつでもクレジットカーでお買い物
オンラインショップ　　www.lovest-la.com

※注意
全ての商品は郵送にてお届けします。当社事務所に商品の備蓄はご
ざいませんので、来社をされませんようお願い致します。またこの
カタログ掲載の割引や贈答品はラベストのみの特典です。直接販売
元に注文されても同様の特典はありませんのでご注意下さい。
※返品／交換につきまして
化粧品、衣類など、直接肌に触れるものを始め、開封後の全商品は、

破損品／不良品を除き、返品・交換は承れません。例外として返
品を承る場合は往復の送料をご負担頂きます。不良品に関しまし
ては送料を含めた代金を全額速やかにご返金いたします（１日〜
７日かかります）。返品・交換をご希望の場合は必ず商品到着から
14日以内に当社へご連絡ください。また不良品を含め、発送から
30日を超えた商品の交換・返金は承れません。
お問い合わせメール：shop@lovest-la.com

● Name:

● Phone:

● E-Mail:

● Shipping Address:

郵送オーダーフォーム

小計（Sub Total）
消費税（Sales TAX）CA9.5％

送料（S&H）
合計額

オーダー＃	 色、サイズ等	 単価	 個数	 小計

オーダーフォームと l'ovest 宛のチェックを以下へお送りください
l'ovest   16614 S. Figueroa St. #8, Gardena, CA 90248品番が LVの商品は事前にメール /電話で在庫をご確認下さい

INABA Ciao Churu Assorted Varieties 4 tubes/pack

CH1 ちゅ〜る各種１パック
特別価格 $3.99　送料：５パックまで $3
CH2 ちゅ〜る各種６パック
特別価格 $23.94　送料：無料
CH3 ちゅ〜る各種９パック＋１パックおまけ
特別価格 $35.91（通常 $39）　送料：無料　

CH4 ちゅ〜る各種 12 パック＋２パックおまけ
特別価格 $47.88（通常 $55.86）　送料：無料

１本、6kcal、水分 91％、
猫ちゃんの水分補給に！
ダイエット中の猫ちゃんに
も安心のおやつに！
　日本で猫用おやつ部門売上げ堂々１位を誇る「ちゅ〜
る」。高カロリーで肥満や内臓疾患の原因としても懸念
されているドライタイプのおやつと違い、ちゅ〜るは低
カロリーな上に穀類、防腐剤や着色料は不使用。内容の
約 91％水分なので水分不足になりがちな猫ちゃんにも
オススメのヘルシーなおやつです。
　何よりも猫ちゃんはちゅ〜るが大好き！どんなに眠く
ても機嫌が悪くても、ちゅ〜るがあればどこにいても
走ってきます。チキンや魚介類などの旨味がたっぷり凝
縮されて旨味たっぷりでグルメな猫ちゃんでも大満足。
病気や老齢で食欲のないときもお勧めです。いつも癒し
を与えてくれる可愛い猫ちゃんに美味しいご褒美を！

https://www.lovest-la.com/churu

