
〈1 ハンドクリーム〉
■ご使用方法：適量を取り、爪や甘皮、手全体によくな
じませてください。
■販売名：FFフレグランスハンドクリームDC
RE（PK）〈ローズ＆ジャスミンの香り〉
■全成分：水、セテアリルアルコール、グリセリン、ジメチ
コン、ミネラルオイル、ステアリン酸グリセリル、ステアリ
ン酸PEG-100、オリーブ果実油、パルミチン酸イソプロ
ピル、香料、シア脂、カカオ脂、アーモンド油、ダマスクバ
ラ花油、ジャスミン油、スクワラン、ヒアルロン酸Na、
フェノキシエタノール、ステアリン酸、クロルフェネシン、
カルボマー、TEA、キサンタンガム、EDTA-2Na
■内容量：30ml

〈2 バスボール〉
■ご使用方法：透明フィルムを外して浴槽のお湯（約
200L）に1個入れ、よくかきまぜてご入浴ください。
■販売名：FFバスフィズDC CA（EN）
（浴用化粧料）〈イングリッシュティーの香り〉
■全成分：炭酸水素Na、クエン酸、三リン酸5Na、硫酸
Na、香料、セルロースガム、PEG-8、安息香酸デナトニ
ウム、赤102、赤218、青1
■内容量：60g

〈3 ハンドソープ〉
■ご使用方法：水で濡らした手のひらに適量を取り、よ
く泡立てながら洗い、その後水で洗い流します。
■販売名：FFハンドソープDC LU（PK）
〈フローラルブーケの香り〉
■全成分：水、ラウレス硫酸Na、塩化Na、コカミドプロ
ピルベタイン、香料、コカミドDEA、ジステアリン酸
PEG-150、クエン酸、フェノキシエタノール、クロルフェ
ネシン、EDTA-2Na、赤227、赤504
■内容量：50ml

〈4 ハンドクリーム〉
■ご使用方法：適量を取り、爪や甘皮、手全体によくな
じませてください。
■販売名：FFミニハンドクリームDC SR
〈シャイニーローズの香り〉
■全成分：水、セテアリルアルコール、ミネラルオイル、
グリセリン、ステアリン酸グリセリル、パルミチン酸イソ
プロピル、香料、ステアリン酸PEG-100、フェノキシエ
タノール、ジメチコン、オリーブ果実油、ステアリン酸、ポ
リアクリル酸アンモニウム、カルボマー、クロルフェネシ
ン、TEA、シア脂、ハチミツエキス、EDTA-2Na
■内容量：5g

〈5 ハートフィズ〉
■ご使用方法：透明フィルムを外して浴槽のお湯（約
200L）に1個入れ、よくかきまぜてご入浴ください。
■販売名：FFハートバスフィザーDC AD（PU）
（浴用化粧料）〈ラベンダーの香り〉
■全成分：炭酸水素Na、クエン酸、三リン酸5Na、硫酸
Na、香料、セルロースガム、PEG-8、安息香酸デナトニ
ウム、赤104（1）、青1
■内容量：40g

〈6 バスソルト〉
■ご使用方法：浴槽のお湯（約200L）に本品を適量（約
30～40g）入れ、よくかき混ぜてからご入浴ください。
■販売名：FFロックバスソルトDC SE
（浴用化粧料）〈ソフトサボンの香り〉
■全成分：塩化Na、香料、水、グリセリン
■内容量：90g

〈7 保湿クリーム〉
■ご使用方法：適量を取り乾燥の気になる部分によく
なじませてください。
■販売名：FF保湿クリームDC AD（BL）
〈サボンの香り〉
■全成分：水、パルミチン酸エチルヘキシル、グリセリ
ン、アーモンド油、カカオ脂、ステアリン酸PEG-100、ス
テアリン酸グリセリル、セテアレス-20、セテアリルアル
コール、フェノキシエタノール、ポリアクリル酸Na、クロ
ルフェネシン、パンテノール、シア脂、酢酸トコフェロー
ル、オリーブ果実油、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na、加
水分解コラーゲン、香料
■内容量：20g

〈8 スポンジ〉
■ご使用方法：シャワージェルを適量濡らしたスポンジ
に取り、泡立ててお使いください。強く肌をこすらない
ようにしてください。
■材質：ポリエステル、ポリエチレン
■ご使用上の注意：●破損のおそれがありますので、本
品を強く引っ張らないでください。

〈9 バスペタル〉
■ご使用方法：浴槽に半分ほどお湯をはり、花びらの上
から勢いよくシャワーをあてると泡風呂になります。花び
らを浮かべたい場合は、泡の上に浮かべてください。使用
後は必ず身体をシャワー等でよく洗い流してください。
■販売名：FFフラワーバスペタルDC CA（AD/L9）
（浴用化粧料）〈ピオニーの香り〉
■全成分：ラウリル硫酸Na、加水分解コーンスターチ、
ポリビニルアルコール、コカミドプロピルベタイン、水、
グリセリン、セテアリルアルコール、香料、パルミチン酸
イソプロピル、メチルパラベン、プロピルパラベン、
（+/-）赤2、赤102、黄4、黄5、青1
■内容量：10g

〈10 固形石鹸〉
■ご使用方法：スポンジ等でよく泡立ててからお使いく
ださい。使用後は、水かぬるま湯でよく洗い流してくだ
さい。
■販売名：FFバーソープDC AD（BE）
（ボディ用洗浄料）〈ベリーの香り〉
■全成分：パーム脂肪酸Na、水、パーム核脂肪酸Na、
グリセリン、香料、塩化Na、酸化チタン、EDTA-4Na、エ
チドロン酸4Na
■内容量：20g

〈11 ネイルオイル〉
■ご使用方法：爪の根もとに適量つけ、指で爪全体にな
じませてください。
■販売名：FFフレグランスネイルオイルDC RJ
（爪化粧料）〈ロマンティックジャスミンの香り〉
■全成分：ミネラルオイル、パルミチン酸イソプロピル、
香料、オリーブ果実油、フェノキシエタノール、アーモン
ド油、酢酸トコフェロール、スクワラン
■内容量：9ml

〈12 ネイルファイル（爪やすり）〉
■ご使用方法：ネイルファイルを爪先に対して平行に当
て、ゆっくりこすり形を整えます。
※ヤスリ部分は片面のみで、グリッター面は使用できま
せん。
■ご使用上の注意：●爪に異常がある時は使用しない
でください。●爪に異常を感じた場合は直ちに使用を中
止してください。●爪の表面・甘皮には使用しないでく
ださい。●削りすぎないでください。●折り曲げないでく
ださい。●乳幼児の手の届かない場所で使用・保管して
ください。●火や熱源のそばに置かないでください。●
本来の用途以外に使用しないでください。
■材質：EVA樹脂、紙、ポリプロピレン、ポリエチレンテ
レフタレート、炭化ケイ素

〈13 ヘアブラシ〉
■ご使用方法：髪をスムーズにときほぐします。濡れた
髪に使用しないでください。
■ご使用上の注意：●頭皮に傷のあるときや異常を感
じられたときは、ご使用をおやめください。●整髪料を
直接ブラシにかけると、ブラシ本体やピンを変質させる
ことがありますので、お控えください。●火のそばに置
かないでください。●ペットやお子さまの手の届かない
ところで、ご使用・保管してください。●一部の材質に天
然ゴムが含まれています。アレルギー体質の方の使用
はお控えください。

〈14 ファブリックミスト〉
■ご使用方法：布製品に20-30㎝離して適量をスプレーし
てください。スプレー後はよく乾かしてください。
■品名：衣類・布製品用芳香剤〈ラベンダーの香り〉
■ご使用上の注意：●本品は身体用ではありません。本来の
用途以外に使用しないでください。●本品を肌につけたり、口
にしたりしないでください。●万一、誤飲した場合や目に入っ
た場合は、すぐに医師にご相談ください。●布にスプレーする
場合は、事前に目立たないところでシミにならないか確認の
上ご使用ください。●絹やレーヨン、革製品など水洗いできな
いもの、特殊加工がされている製品への使用は避けてくださ
い。●直射日光、高温多湿を避けお子さまの手の届かないと
ころで保管してください。●火気には十分ご注意ください。
■成分：水、ポリソルベート20、エタノール、香料、ベンジ
ルアルコール、安息香酸Na、EDTA-2Na、クエン酸
■内容量：40ml

〈15 バスボール〉
■ご使用方法：透明フィルムを外して浴槽のお湯（約
200L）に1個入れ、よくかきまぜてご入浴ください。
■販売名：FFバスフィズDC MI（浴用化粧料）
〈ペア＆ミュゲの香り〉
■全成分：炭酸水素Na、クエン酸、三リン酸5Na、硫酸
Na、香料、セルロースガム、PEG-8、安息香酸デナトニ
ウム、赤102、赤218
■内容量：25g×2個

〈16 シャワージェル〉
■ご使用方法：適量を濡らしたスポンジ等に取り、泡立
ててお使いください。
■販売名：FFシャワージェルDC AD（PK）
（ボディ用洗浄料）〈ローズの香り〉
■全成分：水、ラウレス硫酸Na、塩化Na、コカミドプロ
ピルベタイン、香料、フェノキシエタノール、コカミド
DEA、クロルフェネシン、ジステアリン酸PEG－150、ク
エン酸、EDTA-2Na、赤227、赤504、青1
■内容量：60ml

〈17 ボディミスト〉
■ご使用方法：適量を肌にスプレーし、なじませてくだ
さい。
■販売名：FFボディミストDC AD（BL）
（ボディローション）〈サボンの香り〉
■全成分：水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、香
料、ポリソルベート20、フェノキシエタノール、クロル
フェネシン、赤227、黄4、青1
■内容量：30ml
■ご使用上の注意：●顔へのご使用はおやめください。

〈18 リップクリーム〉
■ご使用方法：適量を唇になじませます。ご使用後は、
チューブの口元をティッシュペーパー等で拭いてから、
キャップをきちんと閉めてください。食後は口の周りを
拭いてからご使用ください。
■販売名：FFリップクリームDC LU（FF）〈無香料〉
■全成分：ポリイソブテン、イソヘキサデカン、シア脂、シ
リカ、オリーブ果実油、アーモンド油、フェノキシエタ
ノール、ヤシ油、酢酸トコフェロール、スクワラン、ホホバ
種子油
■内容量：10ml

〈19 ボディクリーム〉
■ご使用方法：適量を取り、身体全体によくなじませて
ください。
■販売名：FFボディミルクDC AD（PK）〈ローズの香り〉
■全成分：水、セテアリルアルコール、グリセリン、ジメチ
コン、ミネラルオイル、ステアリン酸グリセリル、ステアリ
ン酸PEG-100、オリーブ果実油、パルミチン酸イソプロ
ピル、香料、シア脂、カカオ脂、アーモンド油、ステアリン
酸、フェノキシエタノール、クロルフェネシン、カルボ
マー、TEA、キサンタンガム、EDTA-2Na
■内容量：50ml

〈20 シェルフィズ〉
■ご使用方法：透明フィルムを外して浴槽のお湯（約
200L）に1個入れ、よくかきまぜてご入浴ください。
■販売名：FFバスフィズDC CA（SH/LPK）
（浴用化粧料）〈サボンの香り〉
■全成分：炭酸水素Na、クエン酸、三リン酸5Na、硫酸
Na、香料、セルロースガム、PEG-8、安息香酸デナトニ
ウム、赤102、赤218、青1
■内容量：40g
■ご使用上の注意：●本品は3つのパーツで構成されて
います。包装を外す際は落下にご注意ください。

〈21 練り香水〉
■ご使用方法：適量をお肌になじませてお使いくださ
い。
■販売名：FF練り香水DC AD（LPK）
〈ピオニーの香り〉
■全成分：ミツロウ、ミネラルオイル、パルミチン酸イソ
プロピル、ワセリン、香料、マイクロクリスタリンワック
ス、酢酸トコフェロール、フェノキシエタノール
■内容量：10g

〈22 バスソルト〉
■ご使用方法：浴槽のお湯（約200L）に本品（適量約
25g）を入れ、よくかき混ぜてからご入浴ください。
■販売名：FFバスソルトDC AD（YE）（浴用化粧料）
〈ベルガモットの香り〉
■全成分：塩化Na、香料、水、グリセリン、赤504、黄4
■内容量：50g

〈23 メタルミラー〉
■ご使用上の注意：●本製品はミラーです。本来の目的
以外では使用しないでください。●落としたり強い衝撃
を加えますと、割れたりかけたりする場合があります。
お取り扱いには十分ご注意ください。●商品が破損し
た場合は、ご使用を中止してください。●直射日光の当
たる場所、火気や熱のかかる場所でご使用・保管しない
でください。●浴室など直接湿気や水のかかる場所で
のご使用はお避けください。●お子さまやペットの手の
届かないところで保管してください。●水で濡らさない
でください。

〈24 フェイスローラー〉
■ご使用方法：顔やデコルテのラインに沿って、肌の柔
らかい部分をつまみ上げるように、あまり力をかけずに
ローリングしてください。大きなローラーは顔、額、首に
適しており、小さなローラーは目元周りに適していま
す。ハンドケアやボディ用としてもご使用いただけます。
■ご使用上の注意：●幼児、肌の弱い方、アレルギー体質の
方、皮膚に異常のある方はご使用にならないでください。●皮
膚が薄い方、皮膚の弱い方、にきびなど皮膚に炎症を起こして
いる部分がある方は使用しないでください。●外傷や打撲傷
のある部分へのご使用はおやめください。●使用時、力を入れ
過ぎないようにしてください。●同じ場所に集中して使用しす
ぎないようにしてください。●ご使用中にかゆみ、湿疹など異
常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してくだ
さい。●天然素材のため、ひとつひとつ石の模様や色、サイズ
が多少異なります。●サビ等の原因となりますので、水洗いは
しないでください。●用途以外には使用しないでください。

■ご使用上の注意：〈全商品共通〉●食べ物ではありません。●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●ペットやお子さまの手の届かないところで、ご使用・保管してください。●直射日
光の当たる場所、極端な高温・低温の場所を避けて保管してください。〈化粧品類共通〉化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けます
と、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。（１）使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合　（２）使用した
お肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合　●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●目に入ったときは、直ちに洗いながしてください。●色
や香りに変化が生じることがありますが品質には問題ありません。●使用後は、必ずしっかり蓋をしめ、開封後はなるべく早めにお使いください。〈浴用化粧料共通〉●24時間風呂等機種によっては使用でき
ないお風呂もあります。●お使いのお風呂の機種の説明書を確認の上、ご使用ください。●残り湯は洗濯に使用しないでください。●入浴後は速やかに排水し、洗い流してください。

容器、キャップ、中蓋、
トレイ、外装 外装

■販売元：

2022 アドベントカレンダー
ビューティーセット

［商品をご使用になる際は当外装箱に記載しています各アイテムの記載内容をご確認の上、ご使用ください。］

■製造販売元：㈱日本グランド・シャンパーニュ
　　　    　　名古屋市東区出来町3-20-15（052-711-9761）

■Made in China　■LOT：BFA

Advent Calendar 2022 Box Size_L
240×300ｍｍ


