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あなたの肌に、

「結果」を出すために



スキンケアの価値は、

「悩み解決」にあると信じています

サイエンスと最適な製品で、「結果」を導きます

ブライアン・ケラー
ビーグレン最高研究開発責任者

シミ・くすみ・ニキビ跡・毛穴・しわ・たるみ・乾燥・エイジング…どんな肌悩みも、満足できる

手応えを得るためには、必要な場所へ適切な成分を届けることが必須です。ビーグレンは、

経皮ドラッグデリバリーシステムという技術を用いた、浸透テクノロジー「QuSome®（キュー

ソーム）」を採用。最先端のAI肌解析と独自メソッド「クエスク式レベルアップ法」により、一人

一人の肌に最適な製品と成分濃度をパーソナライズすることで、最大の効果を引き出します。

サイエンスに基づく製品力とパーソナライゼーションで、悩みが解決され心まで軽くなる

「結果」をお届けします。
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ビーグレンの「結 果」を導くソリューション

サイエンステクノロジー

プロによる美肌ガイド
浸透

パーソナライゼーション

最先端AI 技術

美容施術を応用したケア

肌ツヤUPプラン設計

クエスク式レベルアップ法
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必要な成分を見極め、悩みの原因に届ける
サイエンス技術の結集

最先端AIと浸透テクノロジーで「結果」を導きます

独自の浸透テクノロジー

肌に最適でない成分を毎日使っていたとしたら？油が水をはじくように、美容成分も肌表

面の皮脂にはじかれていたら？効果は限定的になっているはずです。ビーグレンは、170万

件以上のベースデータと8万件以上の詳細な肌解析データを使用した最先端のAI技術

で、あなたの肌を分析し最適なケア・製品を導き出します。

さらに製品には、皮脂を通過させる独自の浸透テクノロジー「QuSome®（キューソーム）」

を採用。悩みの原因に応じて「浸透深度」をコントロール※し、的確な場所に成分を届けて

留めます。テクノロジーの融合で、「結果」に直結する手応えを約束します。

1.素早くなじむ
水溶性と油溶性の成分を交互に重ね合わせることで
さまざまな美容成分を同時に届けます。

2.肌にやさしい
美容成分を超微小カプセルに包み込むことによって
肌への刺激を軽減します。

3.必要な場所に行きわたる※

皮脂に近い成分で包み込んでいるので、肌に浸透しにくい成分も
角層のすみずみまで浸透させます。

4.長時間の“持続実感”
何層にも包まれた成分を徐々に放出する「スローリリース機能」により
長時間実感を持続させます。

※角層内まで

スキンケア製品に採用する 4つのメリット

［ キューソーム ］

※角層内まで

1 サイエンステクノロジー
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肌に最適な成分濃度を選ぶ
独自のパーソナライズケア

その時々の肌状態に合った製品こそ最大の効果を引き出します。

ビーグレンが独自開発した「クエスク式レベルアップ法」は、数段階にレベル分けした高濃度美容液から、

一人一人の肌に最適な製品と濃度レベルを組み合わせるパーソナライズ・スキンケアです。繊細な肌から

深刻な悩み肌まで、その時の肌状態にぴったり合わせることで、肌に無理なく最も効果的に結果へと導き

ます。クリニックへ行かずに、自宅でのハイレベルなケアで、確かな手応えを実感してください。
LEVEL0  

LEVEL1  

LEVEL2  

LEVEL3  

濃度
UP

濃度
UP

濃度
UP

ケア開始

2022年発売予定

クリニック取り扱いレベル
慣れた方～

クリニック取り扱いレベル
強化ケア用

クリニック取り扱いレベル
初めての方～

ビーグレン製品レベル

2 クエスク式レベルアップ法
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ビーグレンのカスタマーサポート
24時間どんなことでもお気軽に

0120-329-414

IBIMメンバー専用
肌の専門家による個別相談

0120-480-902

◀ご相談は
　WEBでも

スキンケアコンサルタント 山本

知識と経験に基づいた
あなた専用の肌ツヤUPプラン設計

スキンケアの専門家がオンラインで
悩み解決をサポートします
通販化粧品だと、実際に肌は見てもらえないもの、と思っていませんか？ビーグレン

では、知識と経験を積んだ美容のプロが肌画像とAI分析結果を照合し、あなた

専用のプランを設計します。悩みや肌質、生活のペースに合わせ最適な製品の

ご提案から、食事や生活習慣のアドバイスに至るまで、肌悩み解決のために、全

方位からサポートし、「結果」まで寄り添います。

皮膚科や
エステに行かず

自分で
何とかしたい

自分に合う
製品が
分からない

オンラインで
時間や費用を
節約したい

3 プロによる美肌ガイド
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■ “効果重視”の幅広い製品ラインナップ
肌悩みを解決に導くビーグレン独自のメソッドに基づいた製品展開で、一人一人の肌に確かな「結果」を出します。

通常製品ライン

S H O P P I N G  G U I D E

Made in JAPAN

製品の詳しい情報はこちら ■肌が敏感な方、アレルギー
をお持ちの方は、ご使用前に
製品のパッチテストをおすすめ
いたします。

IBIMスキンケアサービス限定ライン

●　クレンジング
●　洗顔料
●　化粧水
●　美容液
●　フィニッシングクリーム

●　UVカット
●　ボディケア
●　スペシャルケア
●　オーラルケア
●　医薬品

美容液を主力に、洗顔からクリームまでライン使い
可能なスキンケアを取り揃えています。肌のお手入れ
以外のケア製品も充実の展開です。

通常製品ラインに加えて、より細やかにお客様一人
一人のニーズにお応えするハイレベルな製品をご用意
しています。IBIMメンバー限定でご注文いただけます。
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7,400月々 円～
※

全て込みで

あなたにぴったりな製品の組み合わせが、 
定額の月々7,400円から

パーソナライズした
最適なケアを「定額制」で！

7,400月々 円～
※

全て込みで

※ 定額3個コース（2ヶ月周期）を2回払いにした場合 ※1 7dayスペシャルセットは含まれません。 　※2 6 個以上のコースもご用意しています。1~2 個の場合は、便利な「定期便」をご利用ください。
※3 33％増量：クレイウォッシュ、QuSomeナノオフ クレンジング、Cセラム、QuSeme モイスチャーゲルクリーム　25%増量：クレイローション

UP!

11,4005個 (税込)
円月々

18,800円 
(税込)
/ 2ヶ月毎 22,800 円 

(税込)
/ 2ヶ月毎

肌の専門家による
個別ケア指導込み

どの製品を選んでも
価格は一定額

製品・お届け日
変更解約いつでも可

角質ケアマスクを
毎回進呈

送料無料の
定期配送

IBIMだけの「お得で便利」をたくさんご用意

ビーグレン全製品※1から選べる IBIMのコース※2

隔月払いの場合

予約制

最大

OFF

２ヶ月に１回お届け(送料無料・変更可 )

毎月払いの場合

増量サイズ
の製品も選べる

※3

4個 9,400 (税込)
円月々7,4003個 (税込)

円月々

14,800円 
(税込)
/ 2ヶ月毎

スキンケアサービス〔定額制〕

増量サイズ※3もご用意！

IBIM限定 IBIM限定

高濃度などの
ハイレベルな製品も！

最
大44.9％ 

OFF

通常価格から

一定額のお支払いで、悩みや肌状態にあった製品がどれでも

選べます。IBIMだけの高濃度ケアやプロによる全面サポート、

その他限定特典も多数ご用意。ビーグレン最高峰のスキンケア

サービスで、お得に安心して「結果」の出るお手入れを体験して

いただけます。

定額制

レベルが選べる
高濃度ケア

効果を引き出す
ケア指導

いつでもお得
＆限定特典

0
1
2
3
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スキンケアを続けるほどに肌も毎日もときめく ポイントをためて、
さまざまな特典をお楽しみいただけます

新ステージ確定後、年に一度ボーナスポイ
ントをプレゼントさせていただきます。
セカンドステージ以上のお客様が対象です。

年に一度の特別な日。ビーグレンからお祝い
ポイントをご用意しています。お誕生月に
届くメールのURLよりお申し込みください。

ご注文はもちろん、それ以外でもポイントが
たまります。ポイントは、特典アイテムとの
交換や、ご注文にご利用いただけます。

リワードプログラム

年間
50,000円以上

S

最初のご注文から

F
ファースト セカンド

年間
120,000円以上

L
ロイヤル

会員ステージについて

プログラムの特長について

年間のご注文金額に基づき「ファースト」「セカンド」「ロイヤル」の
3つの会員ステージをご用意。
過去１年間のご注文金額に応じて、翌年度のステージが決まります。
基準額に達すると、年度の途中でもステージUPします。

POINT

1.ステージボーナス特典 2.お誕生日お祝い特典 3.ポイントシステム

●　ご注文の際、1ポイント1円としてご利用いただけます。  

b. ポイントを使う

●　ビーグレン特典アイテムと交換できます。
アイテムのお申し込みから 3ヶ月以内のご注文商品とともにお届けします。

※特典アイテムの内容は予告なく変更される場合がございます。  ※数に限りがございますので、ご希望の品はお早めにお申し込みくだ
さい。  ※アイテムの発送はご注文の製品とともにお届けいたします。期限はアイテムお申し込みから 3ヶ月以内です。  ※特典アイテム
のお申し込み日から、ご注文がないまま 3ヶ月以上経過した場合、お申し込み内容は一旦リセットされポイントはお戻しいたします。
改めてお選びください。

ご注文で

b. ポイントを貯める

ご注文以外で
レビュー投稿やキャンペーンなど、ポイントがたまるさまざまな機会をご用意しています。

100

100円

POINT

1pt

お友達紹介

SNSでの
キャンペーン

スキンケア分析

ステージ
ボーナス特典

お誕生日
お祝い特典

LINEお友達登録
LINE連携

※有効期限は 570日間

ご注文で 100円 ( 税込 ) ごとに
1ポイントがたまります。
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Instagram

bglen_official

Twitter

@BeverlyGlen

Facebook

bglenfb

YouTube

Beverly Glen 
Laboratories

お友達登録で100ポイント LINE連携で100ポイント

合計200円分のb.ポイントをプレゼント！

「ビーグレン公式LINEアカウント」と

LINE連携で

お友達登録は
こちらから

大切なご注文情報を
製品お届け前に確実にお知らせ

ウェブサイトに
ワンクリックで簡単ログイン

ご不安なことは
チャットですぐに解決

LINE を通して全てのご注文、
配送指定も行えます

■ビーグレンなら、気軽にショッピングをお楽しみいただけます

1品から送料0円365日返金保証

万が一お求めの製品が肌に合わない、

効果に満足できない場合でも、安心。

ご注文から３６５日間の返品・返金を保証しています。

1製品だけでも、

日本全国どこでも送料無料にてお届け。

ご注文からお届けまで
1. ご注文

ビーグレン www.bglen.net
スマホからでも▶

カスタマーサポート （24時間・365日対応） 0120-329-414

2. お支払い 手数料無料

■クレジットカード
■代金引換
■後払い

１品から全国どこでも送料無料。
佐川急便・日本郵便でお届けし、
配送状況を確認いただけます。

3. お届け 送料無料

FOLLOW US!
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