
Geol Collection
ゲオール化粧品総合カタログ

メイクやおしゃれが映える、きれいな肌。そこには、その人の内面があらわれているようです。
だから、毎日やさしくいたわって、健やかに。
素肌への思いやりが、ゲオールのスキンケアの基本です。

ゲオール デラックス （乳液）　100ml　11,000円（税込）
ゲオール デラックス アドバンス （乳液）　100ml　11,000円（税込）

デラックス



Skin Care
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細胞膜の成分として知られるレシチン（保湿成分）を使って乳化。お手入れの時間が特別になる、
なめらかな肌感触の心地よさ、確かな効果と納得の使用感で大人の素肌美を叶えます。

ファセティ

エクセレント ローション
（一般肌用化粧水）
120ml　22,000円（税込）

こんなお悩みに ｜ 乾燥 ｜ 毛穴 ｜ ハリ ｜ テカリ・ベタつき ｜ 透明感 ｜ 年齢を重ねたお肌に ｜

エクセレント クリーム
（油性エモリエントクリーム）
35g　33,000円（税込）

朝に使用 夜に使用

“高貴な薔薇”と名付けられたグランローゼ。肌と同じタンパク質の構成成分である
アミノ酸を使って乳化した潤いスキンケア。キメを整え、ハリと潤いのある素肌を育みます。

リフレッションクレンジング（N）
（クレンジングクリーム・親水性）
90g　11,000円（税込）

エンリッチコールド（N）
（油性クリーム・親水性）
70g　13,200円（税込）

ウォッシングフォーム（N）
（洗顔クリーム）
100g　8,800円（税込）

エッセンシャルローション（N）
（一般肌用化粧水）
120ml　13,200円（税込）

ニュートリエントクリーム（N）
（油性エモリエントクリーム）
35g　18,700円（税込）

東洋の植物エキスと、西洋ハーブが融合した“心と肌にやさしい”スキンケアシリーズ ハーバル。
みずみずしくハリのある理想の肌へと導きます。

クレンジング
（クレンジングクリーム・親水性）
100g  4,400円（税込）

マッサージクリーム
（油性クリーム・親水性）
70g  5,500円（税込）

ウォッシュフォーム
（洗顔クリーム）
80g  4,400円（税込）

コンセントラ
（一般肌用化粧水）
60ml  5,500円（税込）

ナリシングミルキー
（弱油性クリーム）
35g  5,500円（税込）

ナリシングクリーム
（中油性エモリエントクリーム）
35g  7,700円（税込）

とろりとした、まろやかな感触の潤いスキンケア。イー

グランローゼ

クレンジング
（クレンジングクリーム・親水性）
80g  3,300円（税込）

マッサージ
（マッサージクリーム・親水性）
65g  3,850円（税込）

フォーム
（洗顔クリーム）
90g  3,300円（税込）

ローション
（化粧水）
130ml  3,300円（税込）

ミルキー
（ミルクローション）
130ml  3,300円（税込）

クリーム
（モイスチャークリーム）
30g  3,850円（税込）

ハーバル

今なお色褪せることのない金コロイドとミルクローションとの出逢い。
1957年の誕生から60年以上。長年の実績を持つ商品です。
金の持つ特性に着目し、高品質のミルクローションに超微粒子の純金を配合しました。
年齢を問わず、キメの整った色艶の良いお肌へ導きます。

こんなお悩みに ｜ 年齢を重ねたお肌に ｜

細胞膜の成分として知られるレシチン（保湿成分）を使って乳化。お手入れの時間が特別になる、
なめらかな肌感触の心地よさ、確かな効果と納得の使用感で大人の素肌美を叶えます。

こんなお悩みに ｜ ハリ ｜

“高貴な薔薇”と名付けられたグランローゼ。肌と同じタンパク質の構成成分である
アミノ酸を使って乳化した潤いスキンケア。キメを整え、ハリと潤いのある素肌を育みます。

こんなお悩みに ｜ 透明感 ｜

東洋の植物エキスと、西洋ハーブが融合した“心と肌にやさしい”スキンケアシリーズ ハーバル。
みずみずしくハリのある理想の肌へと導きます。

こんなお悩みに ｜ テカリ・ベタつき ｜

とろりとした、まろやかな感触の潤いスキンケア。

こんなお悩みに ｜ 敏感肌 ｜

ストピアはお肌への優しさを考えて、無香料、無着色、ノンアルコール。
界面活性剤は入っていません。成熟世代の超ドライスキンや敏感肌の方におすすめです。

こんなお悩みに ｜ 美白 ｜ 

日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ、美白スキンケアの傑作。有効成分 持続型ビタミンCをはじめ、
和漢植物エキス等の各種保湿成分が優しく肌をいたわりながら、美しく透き通った白い肌へ。

昔ながらの伝統製法「吉野さらし」で丹念に仕上げた保湿成分「吉野葛」を使用。
万葉人の思いを現代に蘇らせたかのような滑らかな使い心地としっとりと艶やかな仕上がり。
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サイトライズ
（保湿クリーム）
36g　5,500円（税込）

ホルモンクリーム
（中油性ホルモンクリーム）
30g　7,700円（税込）

スキン ア・ラ・モード クリームインジェル
（保湿クリーム）
45g　7,700円（税込）

アフターシェーブローション
（整肌料）
120ml　2,530円（税込）

ヘアートニック（養毛料）
120ml  
2,530円（税込）

ヘアーリクイッド（整髪料）
120ml  
2,530円（税込）

ストピアはお肌への優しさを考えて、無香料、無着色、ノンアルコール。
界面活性剤は入っていません。成熟世代の超ドライスキンや敏感肌の方におすすめです。

日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ、美白スキンケアの傑作。有効成分 持続型ビタミンCをはじめ、
和漢植物エキス等の各種保湿成分が優しく肌をいたわりながら、美しく透き通った白い肌へ。

プリムホワイト クリーム
〈医薬部外品〉
36g　11,000円（税込）

プリムホワイト エッセンス
〈医薬部外品〉
65ml　11,000円（税込）

プリムホワイト パック
〈医薬部外品〉
100g　6,600円（税込）

昔ながらの伝統製法「吉野さらし」で丹念に仕上げた保湿成分「吉野葛」を使用。
万葉人の思いを現代に蘇らせたかのような滑らかな使い心地としっとりと艶やかな仕上がり。

肌の状態は個人差はもちろん、体調やシーズンなどによっても違ってくるもの。
そのときどきで肌の要求にこたえる的確なケアが、輝く素肌をつくります。

モイスチュアソープ
（洗顔ソープ）
90g　1,650円（税込）

ジェルローション
（化粧水）
100g　2,200円（税込）

ジェルクリーム
（クリーム）
35g　3,300円（税込）

フレッシュナー
（ふきとり化粧水）
120ml　3,850円（税込）

アストリンゼント
（収れん化粧水）
120ml　4,400円（税込）

ウォッシュパウダー
（洗粉）
80g　5,500円（税込）

ゲオエース（NR）
（透明せっけん）
110g　1,650円（税込）

ドルス
（化粧用油）
50ml　5,500円（税込）

クレンジング
（メイク落とし・弱酸性）
120ml　3,300円（税込）

薬用ソープ
〈医薬部外品〉
100g　2,200円（税込）

ローション
（保湿化粧水・弱酸性）
120ml　4,400円（税込）

ミルクエマルジョン
（乳液・弱酸性）
120ml　4,400円（税込）

プリムホワイト

Personal Care
パーソナルケア

ストピア

葛の精

DCインパクト
（美容液）
30ml　9,350円（税込）

EX-リフティングジェル
（美容液）
35g　13,200円（税込）

ゲオール クリスタル60
（美容ジェル）
45g　7,700円（税込）

フェイス セラム マスク（シート状マスク）
30ml（上用マスク1枚、下用マスク1枚入り）×4袋　
6,600円（税込）

ティーダブリュー 111
（美容液）
20ml　6,050円（税込）

アールエックス 32
（美容液）
20ml　6,050円（税込）

モイスチュアエッセンス
（美容液）
50ml　11,000円（税込）

Cream
クリーム

Pack / Mask
パック・マスク

Essence
美容液

お肌の悩みにアプローチする美容液。化粧水の前にご使用ください。

Essence
美容液

お肌の悩みにアプローチする美容液。化粧水の後にご使用ください。

週に1～2回、習慣にしたい
お肌のスペシャルケア。

しっとりとお肌をまもるクリーム。

Men’s
メンズ

清潔感を大切にする男たちへ。

タラソエナジィ パック
（パック）
100g　5,500円（税込）

透明感 ハリ 乾燥

透明感 ハリ 乾燥 透明感



Makeup/Body &Hair Care

ティラ
（アイシャドウ）
全12色　各1,320円（税込）

パウダーアイブロー 詰替用
グレー　1,650円（税込）

ペンシルユニット　　
1,100円（税込）

アイライナーカートリッジ
全2色　各1,650円（税込）

アイブローカートリッジ
全2色　各1,650円（税込）

ラッシュマスカラ WP
ブラック　3,300円（税込）

レポ リップカラー
全11色　各3,300円（税込）
口紅変色100　3,300円（税込）

リップトリートメント　
2,200円（税込）

ポイントメイク リムーバー
（部分用メイク落とし）
30ml　1,650円（税込）

ボディーソープ
ポンプタイプ（エコボトル仕様）
500ml　2,200円（税込）
別売りポンプ　220円（税込）

ミストシャワー 
（フラワー＆フルーツ）
110ml　
2,750円（税込）

薬用入浴剤 バスホワイト
〈医薬部外品〉
20ml×30袋　
3,300円（税込）

薬用入浴剤 バスメニー
〈医薬部外品〉
20g×30袋　
3,300円（税込）

ハンドクリーム
150g　2,200円（税込）

メイクアップベース
（化粧下地）
35g　4,400円（税込）

メイクアップローション
（化粧下地）
30ml　3,850円（税込）

サンスクリーン〈SPF30・PA++〉
（日やけ止め乳液）
35ml　3,850円（税込）

コントロールカラーUV
（ファンデーション）
30ml　4,950円（税込）

ハーバルオーガニック

Base
化粧下地

お肌のコンディションを整えて
メイクのつきと、もちをよくします。

Eye
アイメイク

描きやすいゲオールのアイメイクなら、まなざしの個性を引き立てる絶妙なニュアンスが生まれます。

唇に咲く、印象的な彩り。 Powder
おしろい

メイクアップの完成度を高めるパウダー。 Cheek
チーク

フェイス パウダー
（粉おしろい）
18g　4,400円（税込）

サロンドエレガンス ルーセントアップ
（固型おしろい）
15g（パフ付）　3,850円（税込）
詰替用（パフ付）　2,750円（税込）

プレストパウダーUV 詰替用
（固形おしろい）
全2色／14g（パフ付）　
各4,400円（税込）

ブラッシュチーク
全2色　各3,850円（税込）
詰替用　各2,970円（税込）

マイルドクレンジング シャンプーセット
500ml　2,750円（税込）
詰替用カートリッジ 500ml　
2,200円（税込）

ラスティング コンディショナーセット
500ml　2,750円（税込）
詰替用カートリッジ 500ml　
2,200円（税込）

ヘアープロテクション
（ヘアートリートメント）
50ml　2,750円（税込）

薬用 黎源
〈医薬部外品〉（育毛料）
180ml　5,280円（税込）

マイルドカラートリートメント
（白髪用ヘアカラー）
全3色／200g　
各3,300円（税込）

オーラ
（2ウェイタイプ）
詰替用 全7色／12g（パフ付）　各4,950円（税込）
容器　1,100円（税込）

ハーバル 
リクイッドファンデーションUV
（ファンデーション）
全3色／30ml　各6,050円（税込）

クリーミィ ファンデーション
（ファンデーション）
全2色／30g（パフ・スパチュラ付）　
各7,700円（税込）

Hair Care
ヘアーケア

Bath
入浴剤

Body Care
ボディーケア

Foundation
ファンデーション

Sunscreen
日やけ止め

まるで素肌そのものが輝いている質感。

Lip
リップメイク

Remover
リムーバー

ブラック

ダークブラウン

ライトブラウン

グリーン系

2

ピンク系

10

オークル系

20 21
ピンク系

10

オークル系

20

アプリコット
（オレンジ色）

1

コーラル
（サンゴ色）

4

ピンク系

10

オークル系

20

ブラウン

2

グレー

4
ブラウン

2

グレー

4

ピンク系

10 12

イエロー系

30 31

ピンク系

10 11 12 13

ワイン系

40 42 45 48

オレンジ系

21 23

ベージュ系

61

変色

100

オークル系

20 21

アーモンド系

40

オレンジ系

001

ブルー系

502
ピンク系

101

パール
（ホワイト）系

701

ゴールド系

801
ブラウン系

203 204

グリーン系

302 303

パープル系

601 604 605
グレー

4目元用 眉用 眉用
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Health
体質や体調に合わせて活用する「自然のパワー」。自然が本来持っている力だからこそ安心して使えるハーブの力。
ゲオールは、さらなる安全性と品質を追求した商品をご提供しています。

生活快調プラス
〈くらしかいちょうプラス〉
（2g×90袋）　
6,480円（税込）＊

グルサチン徳用サイズ
（2.2g×120袋）　
17,280円（税込）＊

ドクターダイエット プラス
（〈タブレット〉300mg×260粒）　
7,020円（税込）＊

いまや私たちの健康的な生活に欠かせないビタミンとミネラル。現代人の健康を支える「必須アイテム」。

最新科学と天然素材が織りなす「配合の妙」。さまざまなストレスや加齢とともに気になってくる体をサポート。
体調に合わせてお試しください。

生命の基本ともいえる「水」にもこだわり、「健康なカラダづくり」を応援します。

ビタミンチャージ
（150粒）　6,480円（税込）＊

ミネラルチャージ
（300粒）　4,320円（税込）＊

美容健康茶 ルイボスティー スーパーゴールド
（3.5g×50ティーバッグ）　3,780円（税込）＊

ミネラル還元水素水生成器 アクア・リアージュ
本体　（価格はお問い合わせください）
交換用マグネシウム合金板4枚組　9,350円（税込）

霊芝 ゴールド
（エキス顆粒1.2g×100袋）
27,000円（税込）＊

清涼飲料水 イチョウ葉エキス
（30ml×10本）　
3,240円（税込）＊

ナチュラルスーパープロポリス
30ml×3　28,080円（税込）＊

Gift

バスメニー・パヒュームソープ（Ⅰ）セット
（バスメニー20g×10袋、高級芳香石けん2コ入）　2,200円（税込）
バスメニー・パヒュームソープ（Ⅰ）セット
（バスメニー20g×15袋、高級芳香石けん3コ入）　3,300円（税込）

バスメニーギフトセット
（バスメニー20g×15袋）  1,650円（税込）
（バスメニー20g×30袋）  3,300円（税込）
（バスメニー20g×50袋）  5,500円（税込）

美容健康茶 ルイボスティー
スーパーゴールド ギフトセット
（3.5g×20ティーバッグ）　2,160円（税込）＊

バスホワイトギフトセット
（バスホワイト20ml×15袋）  1,650円（税込）
（バスホワイト20ml×30袋）  3,300円（税込）
（バスホワイト20ml×50袋）  5,500円（税込）

入浴剤ギフトセット
（バスメニー20g×15袋、バスホワイト20ml×15袋）  3,300円（税込）
（バスメニー20g×25袋、バスホワイト20ml×25袋）  5,500円（税込）

パヒュームソープ（Ⅰ）セット
（高級芳香石けん3コ入）　1,650円（税込）
パヒュームソープ（Ⅰ）セット
（高級芳香石けん6コ入）　3,300円（税込）

マイルドクレンジングシャンプー＆
ラスティングコンディショナーセット
（タオル付）　3,300円（税込）
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●印刷物ですので、実際のカラーと多少異なる場合がございます。
●化粧品は使用上の注意を守って正しくお使いください。お肌に異常を感じたときは、ご使用を中止してください。
●表示は税込価格です。 ＊印は8％、それ以外は10の消費税を含みます。

https://geolcosmetics.com

商品に関するお問い合わせは

お客さま窓口　　0120 -21-3386［受付時間  平日 9：00～17：00（土日祝日 休み）］

詳しい商品情報はWebサイトでご覧いただけます。 
geolcosmetics.comまたは「ゲオール化粧品」で検索


