
完璧な 
オールインワン 
クレンジング 

最高の 
スペック 

固形の 
BALMタイプ 

毎日の 
角質ケアー 



Cleansing oil Form cleansing Cleansing water 

クレンジングは良いが 
ずり降りが多く 
使用が丌便です。 

過度な洗浄で 
乾燥がひどくて 

毛穴の管理ができません。 

洗浄力が足りなくて 
濃いメイクや 

PM2.5の除去ができません。 

高級なクレンジングオイルの固形化で 
コシのあるBalmタイプ 
刺激のないきれいな洗浄 
キリッとした保湿 



1. 濃いメイクも完璧にOK!! 

ウォートプルーフ機能の濃いメイクも刺激なくソフ
トなローリングで簡単で完璧に一括でOK! 

2. 几帳面な角質ケア&毛穴ケア 

別途のパックなどをしなくてもデイリークレン
ジングだけで角質ケアと毛穴ケアが可能 

3. いつも明るくてさわやかな顔色維持 

特許を取った成分でクレンジングと同時に明日の
化粧を保証する華奢な顔色とベース完成 

4. あふれる水分充電 

クレンジングフォームなどのような洗浄剤の強力な
洗浄ではなく、 完璧な水分感とコシのあるしっと
りとした仕上がり 

6. 衝撃的なブラックヘッド&ホワイトヘッドの管理 

衝撃的な皮膚を表現するブラックヘッドとホワイ
トヘッドも手軽で刺激なくデイリーに管理 

5. 皮膚の敵、PM2.5を除去 

老化を招き、毛穴を防いで複合的なトラブルを誘発
する皮膚に致命的なPM2.5までキレイに除去 

Routine To Be Beautiful Tomorrow  
With Today's Cleansing 



幹細胞培養液中の各種成長因子が 
皮膚の最も外側である表皮細胞を刺激 

表皮細胞はその下の真皮細胞を刺激 

細胞機能を回復して新しい細胞を再生 

ヒト由来羊水幹細胞培養液 

M U LT I  G R OW T H  FA C TO R  

FGF 

VEGF 

YEGF 

TGF-Β 

HGF 

KGF 

IGF-1 

再生機能の優れた細胞である幹細胞を培養する途中、 
幹細胞から自然に流れ出る液体 

素早い鎮静及び保湿 皮膚トーンの改善 皮膚弾力の強化 優れたアンチエイジング 



再生機能の優れた細胞である幹細胞を培養する途中、 
幹細胞から自然に流れ出る液体  

光老化の予防 

皮膚吸収率の増加 

リフティング効果 

皮膚トーンの改善 

小シワの改善 

弾力強化 

次世代の抗酸化物質として注目を浴びている
イデベノン成分は、 

ビタミンCの4倍、コエンザイムQ10の10倍の  
優れた抗酸化成分で 
皮膚の吸収率を高め、 

革新的なシワ改善効果を出します。 

強力なアンチエイジングパワー 

  

THE ONLY INGREDIENT THAT PREVENTS BOTH 

NATURAL AND PHOTOAGING 



ヒノキのフィトンチッド(PHYTONCIDE)効果 

木が害虫と病菌から自分を守るために発散する自然の抗菌物質で、 
殺菌作用とアトピーの誘発を抑制し、快適な気分になります。 

水分供給 
Moisturizing 

皮膚バリアーの強化 
Strengthen the skin barrier 

抗菌作用 
Antibacterial activity 



BPC CLENSING BALM 

肺炎菌を含む4種の有害菌 
99.9%  抗菌力試験完了 

★ 4種の有害菌 : 肺炎菌、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌 

HINOKI WATER 



시어버터 

クレオパトラも惚れた天然保湿剤 

W O U N D  H E A L I N G  A N D  M O I ST U R I Z I N G  I CO N  

S H E A B U T T E R  

Moisturizing Scalp Health UV-protection Anti-aging 

優れた保湿力 

一般的な保湿原料が  
含む天然脂肪酸を  
数十倍以上に  

含有したシアバターは  
傷の治癒と水分供給の  

効果があり、  
クレオパトラの 
皮膚管理にも  

使用されました。 

/ 

老化防止 

シアバターにはVt CとVt A、
そして合成が難しい  

Vt Eが含まれています。  
これらの成分は 

強力な抗酸化作用をして  
皮膚細胞が  

老化されるのを 
防いで崩れた皮膚細胞を  
回復させる働きをします。 

/ 

紫外線の遮断 

アフリカの天然紫外線の 
遮断剤として使われる 

シアバターには紫外線に強
い丌飽和脂肪成分が  

含まれて 
皮膚を健康で丈夫に 

 作ると同時に 
保護膜の形成で  

安全に保護します。 

/ 

頭皮健康 

シアバターは老化を防止す
る抗酸化作用の機能と 

炎症を和らげる  
抗炎症作用が 

頭皮と毛髪の環境を  
快適にし  

老廃物と皮脂、角質を  
改善する、副作用がほとん

どない成分です。 

/ 



アッケシソウ (厚岸草/Salicornia Herbacea L) ヨシ(Phragmitis communes Trin.) 

P u r e m e d i  

コラーゲンの生成 老化防止 抗酸化作用 皮膚トーンの改善 

コラーゲンの生成を促進する特許成分 

アッケシソウとヨシの混合抽出物 



香料を除く 

全成分 EWG 
Greenレベル 

1-2レベル 3-6レベル 7-10レベル 

安全 普通の危険 高い危険 

EWG 認証マーク 

 
アメリカの環境団体であるEWG(Environmental Working Group)で  

化粧品原料の有害性を1-10レベルで評価した成分安全度のレベルです。 
 

DUALVIE CLEANSING BALMは全成分がGreenレベルで、 
敏感性 / アトピー性 / 妊婦まで皆さんがご使用になれます。 

EWG  Greenレベルとは? 



PHYTO CHEMICAL 
Useful chemicals from plants to help beneficial 

physiological activities 

生気 活力 皮膚保護 柔軟化 



ヒノキ 
皮膚刺激の緩和 

皮膚トラブルの緩和 

サルビアトリロバ葉 
皮膚の浄化作用 

老化防止 

アロエ葉 
皮膚の乾燥予防 
保湿及び鎮静効果 

クララ 
お肌荒れの改善 
皮膚のツヤ改善 

ウチワサボテンの実 
アンチソリューション 

お肌荒れの改善 

ダイオウショウ葉 
お肌荒れの改善 
皮膚弾力の回復 

イブキジャコウソウ 
皮膚トーンの改善 

皮脂調節及び清潔作用 

アルガニアスピノサ核 
皮膚乾燥及び炎症緩和 

皮膚乾燥の予防 

ローマカミツレ花 
皮膚トラブルの緩和 
皮膚の鎮静効果 

ヨモギ 
皮膚トーンの改善 
皮膚老化の防止 

チャ葉 
アンチソリューション 

皮膚弾力の回復 

ショウブ 
皮膚トラブル緩和 
過多皮脂の調節 

スベリヒユ 
鎮静及び刺激緩和 
水分損失の改善 

ウラルカンゾウ 
角質管理 

トラブル緩和 

マグワ樹皮 
皮膚トーンの改善 

コンディショニングの回復 

＊ 洗顔後のしっとり感まで完璧な植物エネルギー ＊ 



使用前 使用後 

一般クレンジングの残物 Dualvie Cleansingの使用 

ディープクレンジング 

洗浄力 

MAKEUP-ZERO 
All in One Cleansing 

ポイントメイクはもちろん毛穴の奥まで 
完璧なディープクレンジング! 

ウォータープルーフ製品も完璧に消す 

二度洗顔のいらないディープグレンジング! 



使用前 使用後 

一般クレンジングの残物 Dualvie Cleansingの使用 

皮膚の診断機 300倍率 

油水分の測定 

乾燥感-ZERO 
しっとりした保湿力 

洗顔後も十分な水分感で 
ツヤツヤのお肌! 

水分の丌足な脂性型の皮膚にも素早い水分供給で 

ガラスのようにすべすべなお肌! 



圧出機の使用 鼻パックの使用 

Black Headの除去 

刺激的な方法 

刺激的なBlack Headの除去-ZERO 
キレイなお肌 

角質、Black Head, White Head 
刺激なくデイリーケアー! 

別当で管理しにくいお肌の悩みまで 

毎日のクレンジングだけで簡単に解決! 使用前 使用後 



洗い流すクレンジング製品、 
何でも使いますか？ 

クレンジングの瞬間も皮膚は吸収しているから 



25種の有害成分NO! 

安全で毒性のない成分で全ての皮膚タイプで使用できます。 

C L E A N  C O M M A N D M E N T S  

ALS 
ALES 

SLS 
SLES 

トリエタ 
ノールアミン 

イミダゾリジニル 
ウレタン 

ソルヴィック 
エシード 

パラベン 
6種 

人工 
色素 

シリコン 
オイル トリコロ酸 

フェノキシ 
エタノール 

ベンゾペノン 
3/4/8 

ミネラル 
オイル 

CMIT 
MIT BHT 

ベンジル 
アルコール 



HOW TO USE 

★デュアルビークレンジングバームは追加洗顔をしなくても皮膚に害のある成分が 
含まれていないので、安心してご使用できます。 

水気のない顔にスパチュラを利用して適量を取り、顔につけて  
まんべんなくローリングしながらマッサージするように塗ります。 

ポイントメイクやブラックヘッド、ホワイトヘッドの管理が必要な場合  
部分的に指を利用して追加的にローリングし、こすって溶かします。 

軽いメイクの場合、化粧用のティッシュを利用して拭き取り、  
追加洗顔なしで仕上げたり、水をつけて乳化させて洗い流します。 

1 

2 

3 

FOR FACE 



HOW TO USE 

★デュアルビークレンジングバームは化学施術前に使用した場合、シャンプー後に少量を手に取り、 
頭皮に全体的に薄く塗った後、すすぎなくそのまま施術を進めます。  

(白毛染時にカバー率が低下する可能性があるので注意) 

シャンプーの前に毛髪に施術(毛染め、パーマなど)をします。 

スパチュラを利用して適量を手に取り、頭皮用の綿棒や指の内側を利
用して頭皮にセクションを分けて伸ばし、ローリングするように軽く
マッサージします。 

放置時間なく、シャンプーとトリートメントで仕上げます。 

FOR HAIR 

1 

2 

3 


