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ID Lubricants

PINK

Natural Medilube

GUN OIL

世界40ヵ国以上で愛されるアイディルーブ。LAからお届けする高品質の潤滑剤です。

女性のためのプレミアム潤滑剤

自然由来の成分で慎重に配合されたパーソナル潤滑剤

男性向け潤滑剤（女性も使えます）

ID Lubricants - 商 品 紹 介 -

アイディー ルブリカンツ（通称：アイディルーブ）は、高品質である上に、
非常に長続きすることで多くの人たちに支持され、アメリカで常にトップクラ
スの信頼あるブランドです。
また、FDAからパーソナル潤滑剤の製造者として認可されています。

商品名

リアルな使用感

クールな刺激

乾き知らず

フレーバータイプ

潤滑力が高い

濃厚な感触

摩擦を軽滅

アイディ

グライド
アイディ

プレジャー
アイディ

ミレニアム
フルトピア
アイディ

シルク

アイディ

ジェリー
アイディ

ベース

ウォーター
ウォーター
シリコン
ウォーター
ウォーター
シリコン
ウォーター

エクストリーム ウォーター

マスター
コンドーム おもちゃ 舐められる ベーション

膣

アナル

無着色

●

●

△

●

●

●

●

●

●

△

●

●

●

●

●

●

◎

●
●

●

△

シリコン製
はNG

●

●

◎

●

●

●

●

●

△

●

●

◎

●

●

△

●

●

●

●

●

●

△

●

●

●

●

ウェストリッジラボラトリーズ社（Westridge Laboratories, Inc.）
1993年、カリフォルニア州オレンジカウンティに拠点を置き、潤滑剤「ID Lubricants（アイディ ルブリカン
ツ）」を製造しているメーカー。製造、梱包、世界各国へ発送まで行っています。
製造されている潤滑剤「ID Lubricants（アイディ ルブリカンツ）」は、高品質である上に、非常に長続きす
ることで多くの人たちに支持され、アメリカで常にトップクラスの信頼あるブランドです。優れた製品を製造
するために成分にこだわり抜いたのはもちろん、消費者が中身を確認できるように透明な容器を使用するとい
う新しいアイデアとコスメ商品のようなデザインを採用。それらから生まれる信頼感や満足感が、潤滑剤業界
を先導するウェストリッジラボラトリー社を作り上げました。今後もさらに親交を広げ、世界の多くの方々の
喜びを促進する潤滑剤を作り続けていくことを常に念頭に置き、製品製造・開発に取り組んでいます。

乳白色

冷感

●

ID Lubricants

-商品紹介-

アイディ グライド［ID GLIDE®］
アイディルーブで売上ナンバーワン!
アイディグライドは３種類の潤滑と粘りの成分を

アイ

★★

絶妙なバランスで組み合わせて、機能性を重視し
て作られました。

★

ディ
ル
売上 ーブ

No.1

★★

自然な潤いが不足している時に、初めてで何を
容量 : 1.0 fl oz/30ml
品番 : DGL-09

コード： 761236900525

使って良いかわからない方には、まずこのベー
シックタイプのアイディグライドをお試しくださ
い。
成分や機能性にこだわって作られた品質のよい潤
滑剤です。無色透明、無香料。世界中で選ばれる
実績と評価をぜひ、あなた自身で実感してみてく
ださい。
無色透明・無香料
全成分 水、グリセリン、プロピレングリコール、セルロースガム、EDTA、カルボマー、

容量 : 2.2 floz/65ml
品番 : GLD-02

コード： 761236900532

PEG-90、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、メチルパラベン、安息香酸ナトリウム、ソ
ルビン酸カリウム
1回の使用量の目安 約２ml

ここが違います！

容量 : 4.4 floz/130ml
品番 : GLD-04

コード： 761236900549

・優れた潤滑力と挿入感を損なわないバランス
・ゼリー状でもローションのような水っぽさもない中間のテクスチャーで使いやすさ抜群
・ウォーターベースでベタつきが少なく、なめらか
・乾きにくく潤い長持ち
・布に付着した場合は通常のお洗濯でＯＫ
・乾いたあとはサラスベ！カピカピと白残りしない

★

ID Lubricants

-商品紹介-

アイディ プレジャー［ID Pleasure®］
潤いと快感が格別!アイディが生み出した未知の興奮
アイディグライドをベースにアカツメクサとイチョウ葉エキスの天然成分をプラスし、燃え盛る独
特の感覚とメンソールの爽快感が特長です。
今までにない、うずくような興奮の冒険がプレジャー（喜び）へ導きます。ラテックス製の製品
（コンドーム、避妊具、ラブグッズなど）と併用可。ローションに近いテクスチャー。
「最近少し元気がない」という方に是非お試しいただきたい、まさに喜びを集約した潤滑剤。
無色透明・メンソール配合
全成分 水、グリセリン、プロピレングリコール、セルロースガム、イチョウ葉エキス、アカツメクサ
エキス、ポリソルベート20、EDTA、カルボマー、PEG-90M、テトラヒドロキシプロピルエチレンジ
コード： 761236900570

アミン、メチルパラベン、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、メントール
1回の使用量の目安 約２ml

ここが違います！
・優れた潤いと極上のなめらかさで
潤いの持続キープ
・興奮度をより高めるイチョウ葉エ
キスとアカツメクサの天然成分を
プラス
・メンソール配合の”スーッ”とした
クールな爽快感と刺激
・乾いたあとはサラスベ！カピカピ
と白残りしない
・布に付着した場合は通常のお洗濯でOK

アイディ ミレニアム［ID Millennium®］
自然な潤いで乾き知らず！
アイディミレニアムは混じりけのないピュアなシリコンベースで、乾くことなく、なめらかな感覚
を持続します。水を含まないので使用中に摩擦で蒸発することなく、乾いて注ぎ足しすることなく
使用できますので、粘膜を傷をつけることを防ぎ楽しめます。
石鹸と温水で洗い流すことができます。サラサラとしたテクスチャーです。コンドームと併用できます。
※シリコン製のグッズと一緒に使用しないでください。
※浴槽やタイルに付くと非常に滑りますので、ご使用にならないでください。
無色透明・無香料
全成分 シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ジメチコノール
コード： 761236900617

1回の使用量の目安 約２ml

ここが違います！
・ピュアシリコンで自然な潤
い。乾き知らず！
・サラサラとしたテクスチャー
で、石鹸で洗い流すまで潤滑
が持続
・カピカピと白残りしない
・潤い持続が長いのでアナルに
は特にオススメ

ID Lubricants

-商品紹介-

アイディシルク［ID Silk®］
更年期以降の潤い不足に
ウォーターベースとシリコンベースの良いとこ取りの新しい革新。使用後の拭き取りなど扱いやす
いウォーターベースに程良い量のシリコンをブレンドした職人技のバランス。更年期以降の潤い不
足や滑りに加え弾力が欲しい方におススメ。
名前のごとくシルクのような滑らかな感触。
ウォーター・シリコン ハイブリッド（混合）タイプ・乳白色
全成分
容量 : 1.0 floz/30ml
品番 : DSL-01

コード： 761236900754

水、グリセリン、プロピレングリコール、ステアリン酸ソルビタン、セテアリルアルコー

ル、ポリソルベート６０、加水分解シルク、ヒアルロン酸Ｎａ、シクロペンタシロキサン、カルボ
マー、ジメジコン、EDTA、ヒドロキシエチルセルロース、PEG-45M、テトラヒドロキシプロピルエ
チレンジアミン、メチルパラベン、安息香酸Na
1回の使用量の目安 約２ml

ここが違います！

容量 : 2.2 floz/65ml
品番 : SLK-02

コード： 761236900761

・ウォーターベースに比べ、よ
り高い持続性
・高い弾力性の潤いでアシスト
・シリコンは少量のブレンドな
のでシリコン製のグッズも併
用可能
・拭き取り後は乾いたあとはサラ
すべ、カピカピと白残りしない

ID Lubricants

-商品紹介-

アイディ フルトピア［ID Frutopia®］
100%ナチュラルフルーツのフレーバー
100％ナチュラルフルーツから抽出したフレーバーを使用し、成分を最低限の使用に抑え安心して
楽しめる潤滑剤に仕上げました。自然なフレーバーで違和感なくエンジョイ！
本物の果物から抽出した個性的なフレーバーが勢ぞろい。
あえて、香りを表現すると…
［すいか 100ml］
品

番： TWE-10

コード： 761236900358
［ラズベリー 100ml］
品

番： TRE-10

コード： 761236900334
［ストロベリー 100ml］
品

番： TSE-10

コード： 761236900341

・すいか…かき氷のブルーハワイみたい？！と好評
・ラズベリー…甘酸っぱくさわやかな香り
・ストロベリー…定番のフレーバーは本物のストロベリージャムのような香り
・チェリー…赤くて甘～いアメリカンチェリー
・マンゴパッション…南国を思わせるトロピカルな香り
・バナナ…熱帯で育つフルーツ独特のエキゾチックな香り
全成分 水、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、安息香酸ナトリウム、クエン酸、天然香料
1回の使用量の目安 約２ml

［チェリー 100ml］
品

番： TCE-10

コード： 761236900310
［マンゴパッション 100ml］
品

番： TME-10

コード： 761236900327
［バナナ 100ml］
品

番： TBE-10

コード： 761236900303

ここが違います！
・砂糖やパラペンを不使用、女性や敏感な方にもやさしい使い心地
・ナチュラルフレーバーで自然な香りが楽しめる
・ウォーターベースでベタつきが少なく、なめらか
・終わったあとはサッとふき取れ、衣類にもシミになりにくい。

［すいか 30ml］
品

番： TWE-01

コード： 761236901027
［ラズベリー 30ml］
品

番： TRE-01

コード： 761236901003
［ストロベリー 30ml］
品

番： TSE-01

コード： 761236901010
［チェリー 30ml］
品

番： TCE-01

コード： 761236900907
［マンゴパッション 30ml］
品

番： TME-01

コード： 761236900990
［バナナ 30ml］
品

番： TBE-01

コード： 761236900983

ID Lubricants

-商品紹介-

アイディジェリー［ID Jelly®］
包み込むような高い潤滑力
アイディグライドをベースに濃厚なゼリー状の商品を生み出しました。
手に取った後にこぼれることなく使用できる濃厚なアイディジェリーはムダなく使用でき、包み込
むような高い潤滑力。使用後の拭き取りはグライドと同じくらい簡単。
無色透明・香料不使用
全成分 水、グリセリン、プロピレングリコール、セルロースガム、EDTA、カルボマー、
PEG-90M、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、メチルパラベン、安息香酸、ナトリウ
ム、ソルビン酸カリウム
1回の使用量の目安 約２ml
コード： 761236900808

ここが違います！
・濃厚なゼリー状
・高い弾力のある潤滑力
・拭き取り後はサラッと。白くなら
ないし、カピカピしません！

アイディエクストリーム［ID Xtreme®］
摩擦低減テクノロジーを屈指したパーソナル潤滑剤・ウォーターベース
エクストリームは「強度」「速度」「接触」による抵抗を考えて設計されたました。
負担を抑えながらより長く官能的に楽しめます。
無色透明
全成分 水、グリセリン、プロピレングリコール、セ
ルロースガム、EDTA、カルボマー、PEG-90M、テト
ラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、メチルパ
ラベン、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム
1回の使用量の目安 約２ml

ここが違います！
コード：
761236107054

コード：
761236107061

★★★★★
★★☆☆☆
★★★★☆
★★★★★

・Friction Reduction Technology™（摩擦低
減技術）により、増加する温度と力の抵抗
を軽減
・コンドーム、ラブグッズ（シリコン製含
む）と併用できる
・水溶性なので衣類などのシミになりくい

PINK

-商品紹介-

女性のための
プレミアム潤滑剤
ピンクは、アメリカ ラスベガスにあるEmpowered Products, Incから2010年に発売。
多くの女性からの経験を調査、フィードバックを元に慎重に設計されました。
女性ホルモンが低下する産後、更年期では性交の際の自然な潤いが不足することがあります。
また、ストレス、疲労、服用している薬などの影響で皮膚や口、膣などの粘膜が普段よりドライになる場合が
あります。
ピンクは性交時の一時的な潤い補充に使って頂ける女性のための潤滑剤です。

エンパワードプロダクツ社
（Empowered Products, Inc.）
ラスベガスに本社をおくEm pow ered Produc t s社
(エンパワードプロダクツ社)は GUN OILとPinkの二つ
の潤滑剤ブランド商品をアメリカの他にオランダ、香
港の支社とともに世界3,000以上の小売店、30カ国以
上へ販売しています。ほとんどの製品はネバダ州ラス
ベガスの拠点で製造、ボトルへの注入作業、品質管理
が行われています。

PINK

-商品紹介-

ピンク ウォーター［PINK Water］
スムーズな滑りと優れた持続性
ピンクウォーターはスムーズな滑りと優れた持続性を備えて、よりウェットにより軽いテクス
チャーに設計されました。自然なモイスチャーをお届けします。
無香料・無着色
全成分 水、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA－４Na、PEG-45M、ポリク
オタニウム‐５、ポリソルベート２０、アロエベラエキス－１、オタネニンジンエキス、ガラナ種子
エキス、カラスムギ穀粒エキス、クエン酸、安息香酸Na、ソルビン酸カリウム
1回の使用量の目安 約2ml

ここが違います！
コード：

891306000463

・無香料、無着色
・低刺激性
・グリセリン、パラベン不使用
・アロエエキス配合
・コンドーム併用可

ピンク フロリック［PINK Frolic］
おもちゃ、膣トレボールに
ピンクフロリックは女性のためのおもちゃ専用の潤滑剤です。
膣トレのボール挿入時や、もちろんパートナーと通常の潤滑剤としてもお使い頂けます。グレープ
フルーツの種子から抽出した天然の抗菌剤を配合。
無色透明・無香料
全成分

水、プロピレングリコール、PEG-8、ヒドロキシエチルセルロース、安息香酸Na、ソルビン

酸K、ポリエチレン、グレープフルーツ種エキス
1回の使用量の目安 約2ml

ここが違います！
コード：

891306000159

・低刺激性
・コンドーム、おもちゃ併用可
・グリセリン、パラベン不使用

ピンク ナチュラル［PINK Natural］
最新のナチュラル系ウォーターベース
ピンクナチュラルは女性とカップルのために設計されたプレミアムグレードの潤滑ゼリー。自然に
わき出る潤いに近く、ベタつきないように作られました。成分は水を含めても９種類。ピンクシ
リーズの人気商品ピンクウォーターと比較しても最小限に控えています。
無香料・無着色
全成分 脱イオン水、キサンタンガム、有機アロエベラジェル、オタネニンジンエキス、カラスムギ
穀粒エキス、安息香酸Na、ソルビン酸K、クエン酸、スクレロチウムガム
1回の使用量の目安 約2ml

ここが違います！
コード：

891306000913

・無香料、無着色
・低刺激性
・有機アロエベラジェル、カラ
スムギ属サティバエキス配合
・グリセリン・パラベン不使用

Natural Medilube - 商 品 紹 介 -

自然由来の成分で慎重に配合されたパーソナル潤滑剤

ナチュラルメディルーブ［Natural Medilube］
すべて植物ベースの成分
Natural Medilubeは、一般と医療、両者に向けた成分に敏感な方のために、すべて
自然由来の成分で慎重に配合されたパーソナル潤滑剤です。ナチュラルベースの成
分で、パラベンや石油系の成分は一切含まれていません。また女性のからだに最適
なpHバランスに調整されています。

容量：4.0 fl oz/120ml
品番：NMEDILUBE-4T
コード：813362024047

・ウォーターベース
・自然由来の成分
・パラベン不使用
・石油由来の成分不使用
・最適なｐHバランス

こんな方におすすめ
・お肌が敏感で成分が気になる
・妊活に使いたい
・安心できるものを使いたい

主な特徴

ベース

スムーズな滑り

ウォーター

マスター
コンドーム おもちゃ 舐められる ベーション

●

●

△

●

膣

アナル

無着色

●

●

●

GUNOIL - 商 品 紹 介 -

弾丸をモチーフにしたボトルデザインで、その名もイメージ通りのガン オイル！
ガンをメンテナンスする時に使用するオイルからヒントを得たネーミングとブランドイメージ。
もちろん、女性だって使えます！

エンパワードプロダクツ社
（Empowered Products, Inc.）
ラスベガスに本社をおくEm pow ered Produc t s社
(エンパワードプロダクツ社)は GUN OILとPinkの二つ
の潤滑剤ブランド商品をアメリカの他にオランダ、香
港の支社とともに世界3,000以上の小売店、30カ国以
上へ販売しています。ほとんどの製品はネバダ州ラス
ベガスの拠点で製造、ボトルへの注入作業、品質管理
が行われています。

GUNOIL - 商 品 紹 介 ガンオイル

[GUN OIL]
３種類のシリコンをブレンドして生まれた極上の滑り。ウルトラ級の濃縮と防水力は乾燥を防ぎ、
滑りが長時間持続。ビタミンＥ、アロエ配合。
※シリコン製のグッズと一緒に使用しないでください。
無色透明
全成分 シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ジメチコノール 、酢酸トコフェロール、アロエベラ
葉エキス
1回の使用量の目安 約２ml

ここが違います！
コード：

891306000036

・シリコンベース
・石鹸と温水で洗い流せる
・コンドームと併用可
・ウォータープルーフ
・乾かない

ガンオイル エッチツーオー［GUN OIL H2O］
プレミア濾過水をベースに スーパースムースで持続性が 高く、シリコンよりも軽い使い心地です。
ジンセン、ガラナ配合。
無色透明
全成分 水、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA－４Na、PEG-45M、ポリク
オタニウム‐５、ポリソルベート２０、アロエベラエキス－１、オタネニンジンエキス、ガラナ種子
エキス、カラスムギ穀粒エキス、クエン酸、安息香酸Na、ソルビン酸カリウム
1回の使用量の目安 約2ml

ここが違います！

コード：

891306000173

・ウォーターベース
・簡単に洗い流せる
・コンドーム併用可
・シリコン製品と併用可

uruoi-for-all.com

会社概要

会

社

設
資
住

本

名

うるおいヘルスケア株式会社

立

2008年1月25日

金

100万円

所

神奈川県横浜市神奈川区白楽100-5 白楽コミュニティプラザビル3E

電 話 番 号

045（513）0378

代表取締役

小林

取 引 銀 行

三菱東京ＵＦＪ銀行 横浜白楽支店 ／ 横浜信用金庫 六角橋支店
ゆうちょ銀行 028支店 ／ 楽天銀行 第2営業支店

弘美

お問い
合わせ

うるおいヘルスケア株式会社 ／担当：小林
e-mail sales@uruoi-for-all.com
TEL.045（513）0378

FAX.045（567）2725

uruoi-for-all.com

