
お知らせ 美容液リニューアル発売！！

エコーレア楽天市場店

エコーレアオンラインショップ https://www.ecorea-shop.jp/ お得な情報満載のメルマガにぜひご登録ください！

FAXからのご注文の方 03-5959-4883
【受付時間 ９：００～１８：００】 ※土日・祝日は営業していません。 受付時間を短縮しています。

新型コロナウイルスの影響などにより、受付時間を変更する場合やお届けに遅れが生じる場合があります。

エコーレア

https://www.rakuten.co.jp/ecorea2010/

楽天市場店

この情報と別のキャンペーンを実施しています！

※専用注文用紙をご使用ください。

0120-255-988お客様窓口ご注文・
お問い合わせは

こちら

通話無料

年内お届け希望の場合は、12月25日（金）16：00までにご注文ください。年内は12月28日（月）18：00まで、翌年は1月5日（火）9：00より
年明けはご注文の混雑に伴いお届けに遅れが生じる場合があります。お急ぎのお客様は余裕を持ってご注文をお願いします。

【お知らせ】12月29日（火）～1月4日（月）は冬季休業となります。

キャンペーン期間 2020   12   1        9:00 12   25        17:00～  　月　　日（金）～  　月    日（火）

60mlブライト美容液
注文番号： 1561

特別
価格 3,564円（税込）
通常価格　3,960円（税込）

60mlナチュラル美容液
注文番号： 1551

特別
価格 3,564 円（税込）
通常価格　3,960円（税込）

60mlマイルド美容液
注文番号： 1571

特別
価格 3,564円（税込）
通常価格　3,960円（税込）

500gすっきり酸素系漂白剤
注文番号： 3311

特別
価格 396円（税込）
通常価格　　440円（税込）

500gすっきり炭酸ソーダ
注文番号： 3321

特別
価格 277円（税込）
通常価格　　308円（税込）

500g
すっきりせっけん
クリームクレンザー
注文番号： 3361

特別
価格 297円（税込）
通常価格　　330円（税込）

500gすっきりクエン酸
注文番号： 3331

特別
価格 554円（税込）
通常価格　　616円（税込）

酸素のチカラで漂白・除菌・消臭 アルカリのチカラですっきりキレイ

酸のチカラでピカピカに 石けん配合のクリームクレンザー

お洗濯：色柄物の漂白に。しみ抜きに。
キッチン：カップ・湯呑の漂白に。
まな板・食器の除菌に。布巾・おしぼりの汚れに。

洗濯：うるおい洗濯せっけん・うるおい
洗濯せっけんとの併用で洗浄力アップ。
住居：ガス／IHコンロ・換気扇の汚れに。

お洗濯：石けん洗濯の仕上げに
家電：電気ポット・食器洗い機の汚れに。
キッチン・洗面所・浴室：シンク・蛇口の水あかに。
トイレ：尿汚れ・水あかに。

キッチン：流し台・調理台の汚れや鍋・フライパンの
焦げ付きに。
浴室：浴槽の汚れに。
洗面所：洗面ボウルの汚れに。

無香料

無香料

無香料

80gWB化粧石けん
注文番号： 1271

特別
価格 1,188円（税込）
通常価格　1,320円（税込）

エコーレアは20周年を迎えることができました。感謝の気持ちを込めて

※数に限りがあります。

※オンラインショップ・ポイントシールともに対象です。

20周年記念ポイント2倍！第2弾！
WBリップクリーム特別記念品プレゼント！

お待たせしました！ロングセラーの美容液3種がリニューアルしました！

ミルクホエイが潤いを与え、

明るく透明感のある肌に整える。

クリーミィなマシュマロ泡。
お米生まれの保湿成分配合でしっとり。
ホワイトフローラルの甘いミルキーな香り。
洗顔、ボディに。

アロエ・葛根・クロレラエキスが

潤いを与え、すこやかに整える。

シソエキスが潤し、キメを整える。

敏感肌の保湿に。

原液タイプ 原液タイプ 原液タイプ

脂性肌 普通肌乾燥肌 敏感肌

お米の化粧石けん
石けんケースをプレゼント
※WB化粧石けんお買い上げのお客様お一人様一個に限ります。

の お洗濯 ！の お洗濯 ！
ナチュラルクリーニングですっきりキレイに。

無香料

New! New! New!

※美容液３種は12月3日以降の出荷となります。



フレッシュアロマの
香り

1kg 1kg
うるおい洗濯せっけん
本体 詰替用
注文番号： 3131

特別
価格 891円（税込）
通常価格　　990円（税込）

注文番号： 3136

特別
価格 653円（税込）
通常価格　　726円（税込）

粉立ちしない
ミニスティックタイプ。
純石けん成分９９％。

ペットも無添加石けんで洗ってほしい！
ペットのお肌と手肌に
やさしいリッチな泡
ニオイまですっきり洗える
無添加石けんタイプ

トリートメント成分配合で
毛並み艷やか
フレッシュアロマの香りで
爽やかな仕上がり

200ml
ペット用無添加
石けんリンス
注文番号： 1895

特別
価格 1,287円（税込）
通常価格　1,430円（税込）

注文番号： 1621

特別
価格 2,277円（税込）
通常価格　2,530円（税込）

注文番号： 1893

特別
価格 1,287円（税込）
通常価格　1,430円（税込）

200ml
ペット用無添加
石けんシャンプー

ワ
ン
ち
ゃ
ん
に
も

　

使
え
る
。

ネ
コ
ち
ゃ
ん
に
も

　
　
　
　
　
　

使
え
る
。

するんと落ちる
クレンジング

肌に負担をかけずにメイクオフしたい
乾燥を感じることがある
敏感肌

くすみが気になる
敏感肌
固形石せっけん派

WBクレンジングオイル 150ml
注文番号： 1211

特別
価格 1,188円（税込）
通常価格　1,320円（税込）

美顔石けん 100g

注文番号： 1341

特別
価格 2,821円（税込）
通常価格　3,135円（税込）

150mlWBローションMWBローションM150ml

乾燥を感じることがある
化粧水でケアしたい
しっかり潤したい

くすみ肌  に透明感※

※古くなった角質による

しっとり潤う
高保湿ローション

素肌美を育む基本の３点がお得です！
冬の肌は敏感になりがち。エコーレアの人気のアイテムでのスキンケアがおすすめです！

肌に大切なうるおいを守り、すこやかに整えます。

おうちでダウン洗い

※衣類の絵表示を必ず確認してご使用ください。

洗い方はこちら
う   ち

家庭でできる
カラダにいい洗濯術
茂木孝夫著　コスミック出版（2019年4月）

クリーニング屋さんが教えます！！
洗濯力アップ！
布団・ダウンジャケット・スー
ツ・制服に喪服まで丸洗い
できる。洗濯力が格段にアッ
プします。うるおい洗濯せっ
けんが紹介されています。 注文番号： 1901

特別
価格 990円（税込）
通常価格　1,100円（税込）

注文番号： 1671

特別
価格 594円（税込）
通常価格　660円（税込）

人気の保湿アイテム 10％オフ！冬に
おすすめ！

ベタつかないハンドクリーム
潤いを与えて手荒れを防ぎ、キメを整えます。料理中も気にならない
無香料。ノンシリコンなのにさらりとした使い心地で家事やスマホ操作
にもベタつきません。

ハンドクリーム

こだわりこだわり

ホホバ・スクワランの美容オイルベース
ヒアルロン酸・桃の葉エキスで潤う
合成界面活性剤・防腐剤不使用

くちびる美容に !  リップクリーム
唇を美しく、すこやかに整える美容タイプ。
口紅の下地にもおすすめです。

無香料、ノンメントール
保湿の王様シアバターでしっとり
鉱物油不使用

※写真はイメージです。

保湿の王様 シアバター

※20周年特別記念品と同じアイテムです。

50gＷＢリップクリーム 4g

注文番号： 1631

特別
価格 1,188円（税込）
通常価格　1,320円（税込）

合成界面活性剤・防腐剤 無添加 

2020年12月 1日 （火）9:00～ 12月25日（金）17：00キャンペーン期間

無添加石けんでお洗濯！
香料・アルカリ剤無添加。敏感肌の方のお洗濯に。おしゃれ着洗いに。香りの苦手な方にも。

1000ml 900ml
うるおい洗濯用液体せっけん
本体 詰替用
注文番号： 3121

特別
価格 693円（税込）
通常価格　　770円（税込）

注文番号： 3126

特別
価格 485円（税込）
通常価格　　539円（税込）

溶かす手間のいらない
液体タイプ。

人気です！ 白 黒

外出後の手洗いに。
プッシュするだけで泡になるハンドソープ。
保湿成分グリコシルトレハロース配合で、
しっとりした洗い上がり。お子様の手洗いにも。

酸素と石けんのチカラで
洗濯槽に潜む黒カビを
根こそぎキレイに。

ラベンダー
の香り

白茶

集計期間
2020年4月～10月

同色・同サイズ３枚組エコーレア洗えるマスク
Ｍ（普通）
Ｍ（普通）
Ｍ（普通）　
Ｓ（小さめ）
Ｓ（小さめ）　

注文番号： 1898
注文番号： 1899
注文番号： 1903
注文番号： 1897
注文番号： 1902

白
黒
白茶
白
白茶

ピ
カ
ピ
カ
！化粧品会社ならではの肌にやさしい

快適なつけ心地。紫外線カット効果も。
こだわりのニット素地。日本製です。

日本製

300ml
しっとりハンドソープ
本体
注文番号： 3290

会員
価格 587円（税込）
通常価格　　616円（税込）

※特別価格ではありません。

250ml詰替用
注文番号： 3295

会員
価格 367円（税込）
通常価格　　385円（税込）

※特別価格ではありません。

500ml
 除菌用
アルコールスプレー
注文番号： 3500

会員
価格 880円（税込）
通常価格　　924円（税込）

※特別価格ではありません。

500g×2
 すっきり 
洗濯槽クリーナー 
注文番号： 3340

会員
価格 943円（税込）
通常価格　　990円（税込）

※特別価格ではありません。

会員
価格 1,257円（税込）
通常価格　1,320円（税込）

※特別価格ではありません。

菌・ウイルス対策に。
遺伝子組み換えでないサトウキビ原料使用。
炊事や家事に幅広く使用できます。

メイクが付い
ても

目立たない白
茶




