
見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

多彩なコンテンツを掲載した
当社ウェブサイトをご利用ください

denka 検　索

当社には、単元未満株式を所有される株主さま向けに、単元株式数（1,000株の倍数）になる
よう市場価格にて買い増しいただける「買増制度」、単元未満株式の市場価格での買取りを請求
いただける「買取制度」がございます。

お手続き方法

特別口座で単元未満株式を
ご所有の株主さま

株主名簿管理人三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

 0120-782-031

証券会社等で単元未満株式を
ご所有の株主さま お取引のある証券会社等にお申し出ください。

当社株式を
1,500株ご所有

の場合

1,500株 2,000株
500株

500株

買増
制度

買取
制度

お持ちの株式
例

例

単元株式
 （市場で売買可能）

単元株式
 （市場で売買可能）

市場価格で
お売りします

市場価格で買い取ります
単元未満株式の500株は、
市場では売買できません。

例

お持ちの株式
1,000株 1,000株

単元未満株式の買増制度および買取制度のご案内

※	単元未満株式の買増し・買取り手数料は無料となっておりますが、証券会社等を通じてお取引された場合、別途手数料が徴収
されることがございます。詳細につきましては、お取引のある証券会社等にご確認願います。

トップページ IR情報

http://www.denka.co. jp/

（証券コード：4061）
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経営計画「DENKA100」の新成長戦略 に従って、多くの具体的施策を実行に移してまいりました。
このたび、同経営計画の最終成果である 収益について、株主さまへの配分を定めた「株主還元方針」を
策定するとともに、さらなる成長に向けて、 M＆Aなどの戦略投資の財源を明確化いたしました。

経営計画「DENKA100」の
新成長戦略と具体的施策
こうしたなか、当社は、経営計画「DENKA100」の

新成長戦略に従って、多くの具体的施策を「攻め」の姿
勢で着実に実行に移してまいりました。この直近の実
行状況をご紹介いたします。

最初に、「生産体制の最適化」に関する取り組みにつ
いてご説明します。電子・先端プロダクツ分野で、中
国遼寧省大連市に新会社を設立し、高速鉄道向けパ
ワーモジュール用高信頼性放熱プレート「アルシンク®」
の製造工場を建設することを決定いたしました。また、
さらに同分野では、電子部品搬送用部材「デンカサー
モフィルム®」の製造工場をベトナム工場敷地内に建設
することも決定しております。ベトナム工場では、現
在建設中の塩化ビニル製粘着テープ「ビニテープ®」の
新工場と「デンカサーモフィルム®」の新工場との一体
運営を図り、市場拡大が見込まれる東南アジアへ競争
力のある製品を供給してまいります。

消費増税前の駆け込み需要の反動減や輸出
の横ばいが継続するも、徐々に回復の兆し
2014年度（平成26年度）上期は、消費増税前の駆

け込み需要の反動減により個人消費や住宅建設が低
迷したほか、輸出も横ばいが続くなど、本格的な回
復には至りませんでした。
このような状況のもと、当社グループでは国内外

での拡販や販売価格の是正およびコストの削減に努
め、業容の拡大と収益の確保に注力してまいりまし
たところ、売上高は前年同期比で増収となりました。
収益面では、原燃料や電力価格上昇の販売価格転嫁
遅れや研究開発費などの費用増加があり、営業利益、
経常利益とも前年同期比減益となりましたが、純利
益は、固定資産売却益があり前年同期比で増益を確
保しました。
下期におきましても、しばらくは不透明な状況が

続くことが予想されますが、引き続き業容の拡大と
収益の確保に注力いたします。

次に、「成長ドライバーへの資源集中と次世代製品開
発」に関する取り組みです。現在当社では、「環境」「エネ
ルギー」「インフラ」「健康」を「成長4分野」と位置づけて
経営資源を集中するとともに、新規成長事業の創出に
取り組んでおります。
その一例として、当社主要グループ会社であるデン

カ生研株式会社では、検査試薬事業およびワクチン事
業のさらなる強化・拡大を目的に、検査試薬製造棟の
新設と関連施設の拡張投資を行うことを決定いたしま
した。今後は、検査試薬の一貫生産体制を構築するこ
とで競争力の一層の強化を図ってまいります。
また、次の100年に向けた競争力強化と環境負荷低

減のためのクリーンエネルギー利用拡大の取り組みと
して、生産コストに大きく影響する既存自家発電設備
の発電効率アップと新規水力発電所の建設を進めてお
ります。

「株主還元方針」の策定と
「戦略投資の財源」の明確化
当社はこのたび、本報告書3ページにて詳細内容を

ご紹介しておりますとおり、経営計画「DENKA100」の
最終成果である収益について、株主さまへの配分を定
めた「株主還元方針」を策定するとともに、さらなる成
長に向けて、M＆Aなどの戦略投資の財源を明確化い
たしました。
良好な財務バランスを維持しつつ、株主還元ならび

に将来に向けた戦略投資の最大化を図るものであり、
これらの施策により当社は、早期にROE10％以上を目
指します。
株主のみなさまには、一層のご理解とご支援を賜り

ますよう、よろしくお願い申しあげます。

2013年度
第2四半期累計

2014年度
第2四半期累計

1,814 1,869

（単位：億円）

■ 売上高
前年同期比	 3.0％増

■ 第2四半期累計 ■ 通期

2013年度 2014年度

421

235214

売上高（単位：億円）●	電子部品・半導体搬送資材用
の機能フィルムやLED用サイ
アロン蛍光体“アロンブライ
ト”は販売数量が増加し増収。

●	電子回路基板も電鉄向けを中
心に販売数量が増加し増収。

電子・先端プロダクツ部門

生活・環境プロダクツ部門

2013年度 2014年度

780

363364

売上高（単位：億円）
■ 第2四半期累計 ■ 通期

●	プラスチック雨どいや工業用
テープは販売数量が増加し増収。

●	農業・土木用コルゲート管や合
繊かつら用原糸“トヨカロン”の
販売は概ね前年同期並み。

●	医薬品では、関節機能改善剤
（高分子ヒアルロン酸製剤）は薬
価引き下げの影響により減収。
デンカ生研株式会社の試薬の
販売も前年同期を下回る。

セグメント別の状況

2013年度 2014年度

496

233237

売上高（単位：億円）
■ 第2四半期累計 ■ 通期

●	特殊混和材は販売数量が増加
し増収。

●	肥料や耐火物は販売数量が減
少し減収。

インフラ・無機材料部門

2013年度 2014年度

1,665

841797

売上高（単位：億円）
■ 第2四半期累計 ■ 通期

●	クロロプレンゴムの販売数量
は概ね前年同期並みとなり、ア
セチレンブラックやデンカシン
ガポール社のポリスチレン樹
脂等は販売数量が増加し増収。

●	スチレンモノマーは定期修繕
を実施した影響により販売数
量が減少し減収。

エラストマー・機能樹脂部門

株主のみなさまにおかれましては、平素より
格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 
当社の第156期中間報告書をお届けするに 
あたり、ひとことご挨拶を申しあげます。

代表取締役社長　吉髙　紳介

当第２四半期累計

1,869億円
通期予想	 4,000億円
前第２四半期累計	1,814億円
前期	 3,768億円

売上高

当第２四半期累計

94億円
通期予想	 235億円
前第２四半期累計	 107億円
前期	 206億円

経常利益

当第２四半期累計

94億円
通期予想	 250億円
前第２四半期累計	 105億円
前期	 212億円

営業利益

当第２四半期累計

75億円
通期予想	 180億円
前第２四半期累計	 75億円
前期	 136億円

当期（四半期）純利益

1 2

マネジメントメッセージ



連結損益計算書の概要（単位：百万円）

負債
純資産合計
437,300

資産合計
431,347

負債
純資産合計
431,347

固定負債
78,185

流動負債
163,645

純資産
189,516

流動資産
164,747

有形
固定資産
211,783

無形
固定資産
1,299
投資

その他の
資産

53,517

固定資産
266,599

流動資産
172,147

固定資産
265,152

流動負債
170,105

固定負債
73,380

純資産
193,814

前連結
会計年度末
（2014.3.31）

当第2四半期
連結会計期間末
（2014.9.30）

前連結
会計年度末
（2014.3.31）

当第2四半期
連結会計期間末
（2014.9.30）

有形
固定資産
207,402
無形
固定資産
1,233
投資
その他の
資産
56,516

株主資本
170,894

負債
241,831

その他の
包括利益
累計額
16,762
少数株主
持分
1,858

株主資本
173,524
その他の
包括利益
累計額
18,353
少数株主
持分
1,937

負債
243,485

資産合計
437,300

前第2四半期連結累計期間
（2013.4.1～2013.9.30）

当第2四半期連結累計期間
（2014.4.1～2014.9.30）

営業利益
9,410

四半期純利益
7,523

売上高
186,870

経常利益
9,412

▼売上原価
▼販売費・
　一般管理費

148,823
28,635

▲営業外収益
▼営業外費用

1,637
1,635

▲特別利益
▼法人税、住民税
　及び事業税
▼少数株主利益

1,204

3,010
84

営業利益
10,478

四半期純利益
7,453

売上高
181,387

経常利益
10,652

▼売上原価
▼販売費・
　一般管理費

143,401

27,507

▲営業外収益
▼営業外費用

2,094
1,920

▲特別利益
▼法人税、住民税
　及び事業税
▼少数株主利益

-

3,177
20

連結貸借対照表の概要（単位：百万円）

営業活動による
キャッシュ・フロー

9,524

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

4,738

投資活動による
キャッシュ・フロー

△13,697 現金及び
現金同等物の
四半期末残高

8,712

△96

現金及び
現金同等物の
期首残高

8,244

当第2四半期連結累計期間
（2014.4.1～2014.9.30）

連結キャッシュ・フロー計算書の概要（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

連結貸借対照表 前連結
会計年度末

当第2四半期
連結会計期間末

流動資産 164,747 172,147
固定資産 266,599 265,152
資産合計 431,347 437,300
流動負債 163,645 170,105
固定負債 78,185 73,380
純資産 189,516 193,814
負債純資産合計 431,347 437,300

連結損益計算書 前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間

売上高 181,387 186,870
売上原価 143,401 148,823
販売費・一般管理費 27,507 28,635
営業利益 10,478 9,410
経常利益 10,652 9,412
四半期純利益 7,453 7,523

連結キャッシュ・フロー計算書 前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間

営業活動による
キャッシュ・フロー 8,638 9,524

投資活動による
キャッシュ・フロー △16,873 △13,697 

財務活動による
キャッシュ・フロー 6,678 4,738

現金及び現金同等物に
係る換算差額 175 △96

現金及び現金同等物の
期首残高 10,680 8,244

現金及び現金同等物の
四半期末残高 9,299 8,712

当社は、2013年４月より経営計画「DENKA100」を見直し、需要構造やニーズの変化を踏まえ
た新たな成長戦略を策定いたしました。これに従い、将来に向けた多くの具体的施策を実行に移
しており、今後早期に確かな実績へと結びつけてまいる所存です。

このたび、同経営計画の最終成果である収益について、株主さまへの配分を定めた「株主還元方
針」を策定するとともに、さらなる成長に向けて、Ｍ＆Ａなどの戦略投資の財源を明確化するこ
とといたしました。

良好な財務バランスを維持しつつ、株主還元ならびに将来に向けた戦略投資を最大化
 早期にROE10%以上を目指す

1. 株主還元方針 総還元性向は50％を基準とする。
※総還元性向＝（配当＋自己株式取得）÷連結当期純利益

4. 期　　間 経営計画「DENKA100」
（目標年度2017年）に向けた4年間

2. 還元方法 ① 配　　　　当
配当性向を最低30％とした安定配当を行う。

② 自己株式取得
株価水準や市場環境等に応じて機動的に実施。

3. 成長に向けた
  戦略投資の財源

株主還元後の内部留保に
キャッシュフローを加えたものを財源に、
500億円規模とする。

（2014年～2017年の4年間）

「株主還元方針」及び
「成長に向けた戦略投資の財源」

3 4

（2014年9月30日現在）

より詳細なデータについては
当社ウェブサイトをご参照ください   DENKA IR 検 索連結財務データ



中国・大連に「アルシンク®」の
新工場を建設

デンカは中国・大連に新会社を設立し、電子・
先端プロダクツ部門の主力製品である高速鉄道向
けパワーモジュール用高信頼性放熱プレート	
「アルシンク®」の製造工場を建設します。「アルシ
ンク®」はパワーモジュールの信頼性向上に欠かせ
ない材料として、高速鉄道など世界中の電鉄車輌
に採用されています。中国の鉄道車輌メーカーで
は更なる需要増が見込まれており、大牟田工場と
同等の高品質の製品を供給することで、積極的に
事業を展開してまいります。今後も拡大が見込ま
れる海外市場に対し、物流やコスト面での優位性
を活かしながら、より競争力のある製品を供給し
てまいります。

ベトナムに「デンカサーモフィルム®」の
新工場を建設

デンカはベトナムに電子・先端プロダクツ部門の
主力製品である「デンカサーモフィルム®」の製造
工場を建設します。「デンカサーモフィルム®」は電
子部品搬送用部材として世界中で広く採用されてお
り、スマートフォン、タブレット端末の普及や自動
車の電装化が進んでいる中、伊勢崎工場（群馬県伊
勢崎市）の生産設備はフル稼働の状況にあります。
ベトナムでは、現在建設中の塩化ビニル製粘着テー
プ「ビニテープ®」の新工場との一体運営によって、
効率的な生産体制を構築してまいります。

未来を創るイノベーションへの挑戦
新たな価値を創造し次の100年に向けて飛躍する

アルシンク® デンカサーモフィルム®

新潟県糸魚川市において新規水力発電所である「新青海
川発電所」の起工式を10月15日（水）に執り行いました。
式典には、森新潟県副知事、小川新潟県議会議員、米田糸
魚川市長をはじめ、地元橋立区、建設工事担当会社ならび
に当社関係者が出席し執り行われ、当社社長より「当社は
2015年に創立100周年を迎えます。現在水力発電設備を合
計15ヶ所、最大出力約11万kW保有していますが、創立
100年の節目に次の世代に残すべく、新たな発電所建設の
可能性を調査・検討の結果、この青海川の上流が最も有望
であるところから、約50年ぶりに新たな水力発電所の建設
を決定しました。水力発電は安定したクリーンエネルギー
であり、寿命は100年以上とも言われています。当社は、
資源の有効活用に努め、環境に配慮した企業活動を通して、
社会貢献を果たしてまいります。また『自然との共生』、『工
事の安全』を最優先に建設工事に当っていただきたい。」と
挨拶しました。

新水力発電所起工式開催

生活・環境プロダクツ部門におけるグループ中
核会社であるデンカ生研株式会社は、検査試薬事
業およびワクチン事業の更なる強化・拡大施策の
一環として、検査試薬製造棟の新設と関連施設の
拡張投資を行います。現在、新潟工場ではワクチ
ンと検査試薬の一部を、鏡田工場では検査試薬を
製造しています。今回の計画では、新潟工場内の
検査試薬関連設備を鏡田工場に新設する製造棟に
移設し、検査試薬の一貫生産体制を構築すること
で競争力の強化を図るとともに、供給体制の整備
と安定的な品質の確保を行ってまいります。また、
研究開発の強化を目的とした管理・研究棟の増築を
併せて行い、研究開発の強化を図ります。デンカグ
ループは今後も成長ドライバーの１つである「健康」
分野においても社
会的なニーズに応
えてまいります。

デンカ生研
検査試薬事業およびワクチン事業
を強化・拡大

今年も
「夏休み子ども化学実験ショー」に
出展

化学４団体で構成する「夢・化学-21委員会」主
催の小・中学生向け化学実験イベント「夏休み子
ども化学実験ショー」が８月２日（土）～３日
（日）、化学技術館（東京都千代田区北の丸公園）
で開催されました。子どもたちに「化学」への夢
を抱いてもらうこと、「化学」の可能性、将来性を
体感してもらうことを目的として、例年夏休み期
間中に行われています。当社は、「粉をまぜると宇
宙のかがやき!?液晶でオリジナルキーホルダーをつ
くろう！」をテーマに出展、予約引換券受付では
両日ともわずか15分で満席となり、当社教室は人
気を集めました。２日間で160名のお子さんが参
加し、液晶の秘密を学んだあとで、液晶を使った
オリジナルキーホルダーづくりを楽しみました。

その他の情報や最新の情報は、当社ウェブサイト
の「ニュースリリース・トピックス」をご覧ください。
http://www.denka.co.jp/news/

DENKA NEWS 検　索

鏡田工場

ハノイ

ベトナム

大連

中国

ハノイ

建設予定地

ノイバイ空港 「デンカサーモフィルム®」
の新製造工場はハノイ市
近郊の第二タンロン工業
団地に位置し、生産能力
5,000万㎡／年、2015年
9月の設備完成を予定して
おります。
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新成長戦略 経営計画「DENKA100」による取り組みをクローズアップ特集 News Check
ニュースチェック 当期前半における注目の

トピックスをお知らせいたします。



発行可能株式総数 1,584,070,000株

発行済株式総数 465,954,121株 

株主数 39,007名

株主名
当社への出資状況

持株数
（千株）

持株比率
（％）

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 27,765 5.96

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 23,295 5.00

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 
みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理
サービス信託銀行株式会社

16,079 3.45

全国共済農業協同組合連合会 15,965 3.43
三井生命保険株式会社 11,908 2.56

ザ チェース マンハッタン バンク  
エヌエイ ロンドン エス エル　 
オムニバス　アカウント

10,883 2.34

ステート ストリート バンク アンド 
トラストカンパニー 505223 10,858 2.33

ステート ストリート バンク アンド 
トラストカンパニー 10,622 2.28

ジユニパ－ 9,570 2.05
電気化学工業株式会社 8,023 1.72
三井住友海上火災保険株式会社 6,916 1.48

大株主

　このたび策定した「株主還元方針（P3ご参
照）」に則り、当期の中間配当金は、１株につ
き５円とさせていただいております。

金融機関
162,742
（34.93％）

個人・その他
111,470
（23.92％）

外国人
141,700
（30.41％）

その他国内法人
33,194
（7.12％）

証券会社
16,846
（3.62％）

株式所有者別分布状況	（単位：千株）

5千株以上
1万株未満
3,124
（8.01％）

1千株以上
5千株未満
24,396
（62.54％）

1千株未満
8,928
（22.89％）

1万株以上
2,559
（6.56％）

株式所有数別分布状況	（単位：名）

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
株主確定基準日 定時株主総会・期末配当　	 3月31日

中間配当　　　　　　　　	 9月30日
その他必要あるときは、あらかじめ公告
いたします。

定時株主総会 6月
公告方法 電子公告の方法によりおこないます。

ただし、事故その他やむを得ない事由に
より電子公告をおこなうことができない
ときは、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載URL
（http://www.denka.co.jp/）

株主メモ
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社
特別口座の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063	
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　
証券代行部

	0120-782-031
上場証券取引所 東京証券取引所
証券コード 4061

商号 電気化学工業株式会社

設立 1915年（大正4年）5月1日

資本金 369億9,843万6,962円

従業員数 連結5,249名　単体2,873名
（2014年3月31日現在）

事業所
本社
〒103-8338	
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
TEL:03-5290-5055
支店
大阪、名古屋、福岡、新潟、北陸（富山県富山市）、
札幌、東北（宮城県仙台市）
国内営業所
長野、群馬（群馬県高崎市）、広島、四国（香川県高
松市）、秋田
国内研究所
デンカイノベーションセンター（東京都町田市）
●先端技術研究所
●ライフイノベーション研究所
●インフラソリューション開発研究所
ポリマー・加工技術研究所（千葉県市原市）

国内工場
青海（新潟県糸魚川市）、大牟田、千葉（千葉県市原
市）、渋川、大船（神奈川県鎌倉市）、伊勢崎（群馬県
伊勢崎市・太田市）
海外拠点
ニューヨーク、カリフォルニア、デュッセルドルフ、
シンガポール、ベトナム、上海、北京、広州、蘇州、
香港、天津、大連、台湾、ソウル
主な関係会社
デンカポリマー株式会社（東京都江東区）
デンカ生研株式会社（東京都中央区）
東洋スチレン株式会社（東京都港区）
日之出化学工業株式会社（京都府舞鶴市）
株式会社アクロス商事（東京都港区）
株式会社YKイノアス（東京都文京区）

会社概要 株式の状況

取締役および監査役ならびに執行役員

取締役
代表取締役社長 吉髙　紳介
代表取締役 渡辺　　均
取締役 前田　哲郎
取締役 綾部　光邦
取締役 杦山　信二
取締役 宇田川秀行
取締役 山本　　学
取締役（社外） 田中　紘三
取締役（社外） 橋本　　正

執行役員
社長執行役員 吉髙　紳介
専務執行役員 渡辺　　均
専務執行役員 綾部　光邦
常務執行役員 杦山　信二
常務執行役員 宇田川秀行
常務執行役員 山本　　学
常務執行役員 玉木　昭平
常務執行役員 清水　紀弘
常務執行役員 狩野　利春
常務執行役員 松下三四郎
常務執行役員 中野　健次

執行役員 奥田　章彦
執行役員 鈴木　正治
執行役員 小泉　　健
執行役員 新村　哲也
執行役員 木村　順一
執行役員 今井　俊夫

監査役
常勤監査役 大石　秀夫
常勤監査役 広江　治郎
監査役（社外） 多田　敏明
監査役（社外） 笹浪　恒弘

役員一覧

当期（2015年3月期）の
「中間配当金」のお支払いについて
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会社および株式の情報
（2014年9月30日現在）



株主優待販売のご案内

当社グループの“デンカコスメティクス”では、保湿成分“ヒアルロン酸”をふんだんに配合した 
“潤（うるおい）基礎化粧品シリーズ”を販売しており、当社株主さまに限り特別価格にてご案内 
させていただきます。同封のご注文ハガキをご使用のうえ、ぜひともご用命賜りますようお願い申
しあげます。

基礎化粧品シリーズ優待販売のご案内

潤化粧品 株主優待販売

受付：月〜金　午前10時〜午後5時
（土日・祝日はお休みとさせていただきます）

0120–06–8055

82 3 4 5 6
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デイリーケア
回復力を高め
豊かな潤いを
与える

UV
プロテクト
紫外線から
お肌を守ります

http://www.denkacosme.co.jp/

デンカコスメティクス社ホームページ URL

デンカコスメティクス 検	索

◦  ご注文の際は同封のハガキをご利用いただき、必ずご住所と
お名前を表面にご記入のうえ、ポストにご投函ください。

◦ ご注文総額が3,000円以上の場合は、送料（一律500円）は無料
となります。

◆ お支払いは商品に同封の請求書に従い、郵便局またはコンビニエンスストアでお振込みください。
◆ 特別価格による販売は優待販売期間中（2014年12月3日～2015年1月31日）の優待注文書（同封のハガキ）に
よるご注文に限らせていただきます。

◆ サンプル（４点まで）をご希望の方は右記フリーダイヤルまでご連絡ください。
◆ 商品の詳しいご案内は右記ホームページをご覧ください。
◆ 通常の販売は、右記のデンカコスメティクス社のホームページにておこなっておりますので、そちらをご利用く
ださいますようお願い申しあげます。

株主優待販売のご利用上のご注意

��

敏感肌
デリケートな
お肌にやさしい
ノンアルコール

美 白
シミ・ソバカスを
防ぎ、美しい
お肌をつくる

医薬部外品

株主優待販売期間中のお問い合わせ先

潤クリーンフォーム
洗顔フォーム/100g

特別価格 1,030円（税込）
標準価格 2,500円（税込）
※	お肌の汚れ、すっきり	
さっぱり落とします。

潤ホワイトクレイパック
クレイパック/120g

特別価格 1,860円（税込）
標準価格 2,800円（税込）

※	角質と毛穴の汚れを	
取り除きます。

潤リペアエッセンス
美容液/40ml

特別価格 3,600円（税込）
標準価格 8,000円（税込）
※	お肌にしっとりの、	
うるおいのエッセンス。

潤スキンローション
化粧水/150ml

特別価格 2,580円（税込）
標準価格 4,000円（税込）
※	お肌にうるおいを与え、	
保湿力を発揮します。

潤フェイス
マッサージジェル

マッサージ用ジェル/140g
特別価格 1,650円（税込）
標準価格 2,200円（税込）

※	保湿＋マッサージで	
ハリ・弾力アップ。

潤エモリエントクリーム
モイスチャークリーム/40g

特別価格 3,090円（税込）
標準価格 6,000円（税込）
※	お肌にうるおいを与え、	
守ります。

潤BBクリーム
保湿クリーム・化粧下地/30g
特別価格 1,030円（税込）
標準価格 1,500円（税込）
※	美容液、クリーム等の	
美容成分配合。SPF25。

潤クリーンジェル
メイク落としジェル/180g

特別価格 1,550円（税込）
標準価格 2,500円（税込）
※	メイク汚れ、しっとり	
きれいに落とします。

※	赤ちゃんにもお使い	
いただけます。

スウィートシュクレ
ローション

敏感肌用化粧水/120ml
特別価格 2,580円（税込）
標準価格 4,000円（税込）

※	これ１本で、スキンケア&	
ホワイトニングが一度に	
できます。

エストネージュ
薬用ホワイトニング 
ローション

美白化粧水/150ml
特別価格 2,580円（税込）
標準価格 4,000円（税込）

※	日常生活における	
紫外線からお肌を	
守る成分を配合。

潤UVミルク
乳液/60ml

特別価格 2,580円（税込）
標準価格 4,000円（税込）

※	シミ・ソバカスが気になる	
部分のケアにお役立て	
ください。

エストネージュ
薬用ホワイトニング 
エッセンス

美白美容液/30ml
特別価格 3,090円（税込）
標準価格 6,000円（税込）※	ネオバイオ成分とヒアルロン酸	

を配合したシンプルな乳液。

スウィートシュクレ
ミルク

敏感肌用乳液/60ml
特別価格 2,580円（税込）
標準価格 4,000円（税込）

※	手肌にさらっと、ベタつきのない
うるおいを与えます。

潤モイスチャー
ハンドクリーム

手荒れ止め/80g
特別価格 930円（税込）
標準価格 1,300円（税込）

※	紫外線からしっかり、	
お肌を守って日焼けを	
防ぎます。

潤UV
プロテクター
日焼け止め/30g

特別価格 1,860円（税込）
標準価格 2,800円（税込）

9 10


