
よーじや期間限定ショップ 三越銀座店 

（2020年10月1日～2021年1月21日） 

取扱商品一覧 

 

● オリジナル 

＜紙・ケース類＞ 

あぶらとり紙　3冊・5冊・10冊  クリアケース 

麻ケース　あかね  口紅おさえ紙 

おしろい紙　桃花（もも）の色  おしろい紙　伽羅（きゃら）の色 

おしろい紙　真珠（しんじゅ）の色   

 

 

＜洗顔・洗身・グッズ類＞ 

つやの玉  和紙たおる 

ぬか袋  絹たおる 

あわ珠ネット   

 

 

＜せっけん類＞ 

紙せっけん洗顔用（やさしい熟成せっけん）  紅花せっけん 

つやび   

 

 

＜ケア商品＞ 

ゆず艶（つや）や  ゆず艶（つや）やスティック 

角質ケアくりーむ  よーじや水　※お問い合わせください 

よーじや水＋詰め替えセット  よーじや水　詰め替え 

 

 

＜まゆごもりシリーズ＞ 

まゆごもり　入浴液ボトル  まゆごもり　入浴液1包 
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まゆごもり　せっけん  まゆごもり　はんどくりーむ （30g） 

まゆごもり　はんどくりーむ （100g）  まゆごもり　シャンプー 

まゆごもり　ヘアコンディショナー  まゆごもり　ボディソープ 

まゆごもり　ボディミルク  まゆごもり　トライアルセット 

まゆごもり　ボディパウダー（フローラルの香り）   

 

 

＜鏡類＞ 

手鏡小判（金箔貼り）  手鏡こんぱくと（金箔貼り） 

丸手鏡　大（金箔貼り）  丸手鏡　小・黒 

丸手鏡　小・朱  丸手鏡　大・黒 

丸手鏡　大・朱   

 

 

＜包装資材＞ 

化粧箱（ハンカチ用）  ギフトセット箱（大） 

 

 

＜その他雑貨類＞ 

純棉こっとん  オードトワレ ミニ 

オードトワレ  ねり香水 

ボディパウダー（フルーティーフローラルの香り）   

 

 

＜スポンジ・パフ類＞ 

スポンジパフ　白・菱形  スポンジパフ　白・小判 

スポンジパフ　朱・菱形  スポンジパフ　朱・小判 

ミニパフ　赤  パウダーパフ 

シフォンパフ　小  ぱふきれい 

 

 

＜ポーチ類＞ 

京ぽーち 舟型　臙脂（えんじ）  京ぽーち 舟型　藍（あい） 
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京ぽーち 舟型　山吹（やまぶき）  京ぽーち 舟型　京紫（きょうむらさき） 

京ぽーち 舟型　焦茶（こげちゃ）  京ぽーち 舟型　抹茶（まっちゃ） 

 

 

＜メンズ＞ 

メンズ化粧水  メンズ乳液 

メンズ洗顔フォーム   

 

 

● コスメ 

＜うるおい＞ 

うるおいせっけん  うるおい洗顔フォーム 

うるおい化粧水  うるおい美容液 

薬用うるおい美容液ホワイト  うるおいくれんじんぐみるく 

うるおい保湿ジェル  うるおいトライアルセット（せっけんタイプ） 

うるおいトライアルセット（フォームタイプ）  うるおいトリートメントリップ 

うるおい紙  うるおい紙　5包セット 

 

 

＜筆類＞ 

黒檀筆　フィニッシング リス  黒檀筆　フィニッシング 山羊 

黒檀筆　パウダー リス  黒檀筆　パウダー 山羊 

黒檀筆　チーク リス  黒檀筆　チーク 山羊 

黒檀筆　シャドー Ａ  黒檀筆　シャドー リス大 

黒檀筆　シャドー 丸リス  黒檀筆　シャドー 山羊 

黒檀筆　シャドー 玉毛  黒檀筆　シャドー イタチ大 

黒檀筆　シャドー イタチ小  黒檀筆　ブロー 水ムジナ 

黒檀筆　リップ 丸平イタチ  黒檀筆　リップ 平イタチ 

黒檀筆　マスカラ  黒檀筆　ブラシ＆コーム 

黒檀筆　パウダー ミニ  黒檀筆　チーク ミニ 

黒檀筆　シャドー ミニ  黒檀筆　ブロー ミニ 

黒檀筆　リップ ミニ  牡丹刷毛　白平 
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牡丹刷毛　黒丸  高級紅筆　大・中・小 

八千代刷毛　大・中・小  水刷毛 

筆入れ　小  筆入れ（ペンケースタイプ）黒 

筆入れセット　小  リップブラシ　ゴールド　平コリンスキー 

 

 

 

＜色物・フェイスカラー＞ 

よーじや　京紅  粧具 口紅　赤紅（あかべに） 

粧具 口紅　萩（はぎ）  粧具 口紅　桜桃（おうとう） 

粧具 口紅　艶紅（つやべに）  粧具 口紅　深紅（ふかべに） 

粧具 口紅　茜（あかね）  粧具 口紅　薄紅（うすべに） 

粧具 口紅　支子（くちなし）  粧具 口紅　紅絹（もみ） 

粧具 口紅　秋桜（こすもす）  粧具 口紅　撫子（なでしこ） 

粧具 口紅　躑躅（つつじ）  粧具 口紅　柿渋（かきしぶ） 

粧具 フェイスカラー　桃染色（ももぞめいろ）  粧具 フェイスカラー　桜色（さくらいろ） 

粧具 フェイスカラー　紅梅色（こうばいいろ）  粧具 フェイスカラー　牡丹色（ぼたんいろ） 

粧具 フェイスカラー　煉瓦色（れんがいろ）  粧具 フェイスカラー　唐茶色（からちゃいろ） 

粧具 フェイスカラー　胡桃色（くるみいろ）  粧具 フェイスカラー　雀色（すずめいろ） 

粧具 フェイスカラー　蜜柑色（みかんいろ）  粧具 フェイスカラー　菜の花色（なのはないろ） 

粧具 フェイスカラー　若竹色（わかたけいろ）  粧具 フェイスカラー　浅葱色（あさぎいろ） 

粧具 フェイスカラー　露草色（つゆくさいろ）  粧具 フェイスカラー　藤色（ふじいろ） 

粧具 フェイスカラー　雪白色（せっぱくいろ）  粧具 フェイスカラー　墨色（すみいろ） 

 

 

＜その他＞ 

粧具 まつげ墨  粧具 眉墨　消炭色（けしずみいろ） 

粧具 眉墨　栗皮色（くりかわいろ）  粧具 シャープナー 

フェイスパウダーUV（詰め替え） 
雲母（きらら）の色 

フェイスパウダーUV（詰め替え） 
伽羅（きゃら）の色 

フェイスパウダーUV（詰め替え） 
真珠（しんじゅ）の色 

フェイスパウダー専用ケース 

ミニフェイスパウダーUV 
雲母（きらら）の色 

ミニフェイスパウダーUV 
伽羅（きゃら）の色 
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ミニフェイスパウダーUV 
真珠（しんじゅ）の色 

 

 

 

 

＜ファンデーション・UVシリーズ＞ 

メイクアップベース 
リキッドエッセンスファンデーション　 
淡香色（うすこういろ） 

リキッドエッセンスファンデーション　 
香色（こういろ） 

リキッドエッセンスファンデーション　 
焦香色（こがれこういろ） 

パウダーファンデーション　 
淡香色（うすこういろ） 

パウダーファンデーション　 
香色（こういろ） 

パウダーファンデーション　 
焦香色（こがれこういろ） 

パウダーファンデーション　 
珊瑚色（さんごいろ） 

パウダーファンデーション用コンパクトケース 
朱 

パウダーファンデーション用スポンジ 

UVプロテクション  UVプロテクション　スポーツ 

UVプロテクション　スポーツ　リップスティック  UVプロテクション　ベビー＆ママ 

コンシーラー　ナチュラル  コンシーラー　ライト 

 

 

※ 商品は予告なく変更する場合があります。また無くなり次第終了となる商品もございます。 

　 あらかじめご了承をお願いします。 
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