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ミティック
年末特別企画キャンペーン

1.5 周年を迎えたミティック、年末特別企画として
お得なキャンペーンをご紹介致します。
日頃ご愛顧いただく全てのお客様へ感謝を込めて…。

ミティック デマキャン

［クレンジングミルク］200ml
¥6,400（税込 ¥7,040）

ミティック ローション

［保湿化粧水］200ml
¥6,400（税込 ¥7,040）

２品合計通常価格
12,800 円（税込 14,080 円）

お買い上げのお客様にプレゼント !!
ミティック ネトワヤン

［洗顔料］200ml
¥6,400（税込 ¥7,040）

ミティック デマキャン

［クレンジングミルク］200ml
¥6,400（税込 ¥7,040）

ミティック ネトワヤン

お買い上げの
お客様にプレゼント !!

［洗顔料］200ml
¥6,400（税込 ¥7,040）

２品合計通常価格
12,800 円（税込 14,080 円）

ル マスクイドラリフト７

［シートマスク］１枚 28ml
¥4,600（税込 ¥5,060）

しっとりＸＭＡＳ
ぷるんと唇 ほどよく色づく♡
限定数あり
ヌリソンタンテ（ローズピンク）発売記念キャンペーン ボディケアセット
冬のしっとりボディを叶える人気のボディソープと
エイジングリップケアのヌリソンから
デイリー使いの色つきリップが新登場！
ローズピンクが顔色を引き立て、
プルンとうるおうジューシーな口元へ整えます♡

ボディクリームのクリスマスセットをご紹介致します。
うっとりするほどになめらかな素肌をキープ！

ラ クレームコーアブソリュ

［ボディトリートメントクリーム］149g
¥9,000（税込 ¥9,900）

ローズピンクが唇にほんのりなじみ、
お肌に明るさと透明感を引き出します！

ル ソワン ヌリソン レーヴル タンテ

ラ クレームソワイユーズ バン＆ドゥーシュ

［ボディ洗浄料］500ml
¥4,600（税込 ¥5,060）

２品合計通常価格
13,600 円（税込 14,960 円）

［リップクリーム］10ml
¥6,200（税込 ¥6,820）
発売記念キャンペーン価格

5,500 円（税込

6,050 円）

オリジナル
スクエアーコスメポーチ付

XMAS ボディケアセット価格

（税込

10,000 円

11,000 円）
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エクストリューム ★スペシャルコフレ

エヴィドンスのプレミアムライン「エクストリューム」４品を
スペシャルコフレとしてご紹介致します。年末の特別感謝企画です！！

エクストリューム ルセラム

エクストリューム ラクレーム

［グローバルケア美容液］35ml
¥69,000（税込 ¥75,900）

［グローバルケアクリーム］50g
¥74,000（税込 ¥81,400）

各 42,000 円（税込

46,200 円）

円 相当

目元の悩みにはコレ！
エクストリューム ユー＆レーヴル

［目元口元美容液］35ml
¥45,000（税込 ¥49,500） 約5ヶ月分

26,000 円（税込

美容液と首デコルテクリームプレゼント！
エクストリューム

コスパ最強！

28,600 円）

エクストリューム

ル セラム
クー＆デコルテ
10ml 21,700 円 相当 10ml 11,000 円 相当

２品合計

33,000 円 相当

エクストリューム クー＆デコルテ

［ネックデコルテクリーム］59g
¥58,000（税込 ¥63,800）

目元口元
美容液

美容液

23,000 円（税込

25,300 円）

首デコルテ
クリーム

クリーム

エクストリューム

エクストリューム

ル セラム
ユー＆レーヴル
10ml 21,700 円 相当 10ml 14,200 円 相当
２品合計

ふっくらツヤ肌

トワアクティフ

36,000 円 相当

キュアエクラ

キャンペーン

冬肌をコラーゲン・セラミド・プラセンタの
トリプルアクションでふっくらとみずみずしく保つ
「トワアクティフ」でインナー保湿ケアのご紹介です。
イベントが多いこの時期は、内側からもうるおいと
ハリのあるお肌で先手必勝です！

キャンペーン

お肌を最適なうるおいで包みながらブライトアップを
叶えるエヴィドンスの集中ケア、ラキュアを特別価格で
ご紹介致します。冬の美白は効果絶大です！

（税込 ¥10,800）

（税込 ¥64,800）

（税込

44,000 円

47,520 円）

7,920

単品キャンペーン価格

［美容補助ドリンク］50ml x 10 本

（税込

8,500 円

9,180 円）

¥10,000（税込 ¥10,800）

ラ キュア エクラアンテンス

［集中トリートメント］4 回分
¥40,000（税込 ¥44,000）
特別提供価格

27,000 円（税込

29,700 円）
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南仏と瀬戸内のオリーブの恵みをすこやかな髪へ・・・

ラ クレーム オリーブ ドゥーサー

［シャンプー］

ル ボーム オリーブ ボリューム

［コンディショナー］
各 500ml ¥2,500（税込 ¥2,750）

２品合計通常価格 5,000 円（税込 5,500 円）

3,800 円（税込

4,180 円）

お買い上げのお客様に
プレゼント !!
オリジナルコットンバック

２０１９ ★ルスパ 冬の Xmas GIFT（Ⅱ）

ファミリーユースのルスパボディソープはマイルドでうるおいを逃がさず洗い上げ、
心地よくご家族皆様でお使いいただけるボディソープです。

ラ クレーム OL バンドゥーシュ

［ボディソープ］500ml
¥2,500（税込 ¥2,750）

1,900 円（税込

2,090 円）

ファミリーユースとして好評を頂いている
ルスパのさわやかな香りのボディソープ。

オリーブ
ブリリアンス ヘアセラム

［ヘアオイル］30ml
¥3,900（税込 ¥4,290）

スプレー
フィクサター スティル

オリーブ カレス ボディオイル
［スタイリングスプレー］200g
［ボディオイル］60ml
¥1,900（税込 ¥2,090）
¥3,100（税込 ¥3,410）
２品合計通常価格 5,800 円（税込 6,380 円）

4,500 円（税込

4,950 円）

2,500 円（税込

2,750 円）

バン ビヤンフェ マラン

［パウダー入浴剤］30g x10
¥5,500（税込 ¥6,050）

3,700 円（税込

4,070 円）
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ホワイトコラージェンマスク
［スペシャルシートマスク］
1 セット ¥10,300 円相当

※バイタルエクストラリッチクリームキャンペーンは対象となります。

リニューアル ｎｅｗ モイスチャーブースト＋＋
発売記念キャンペーン

うるおいに満ちたエイジレスなお肌・・・。
「若さ」「若返り」を新たなキーワードにリニューアルするモイスチャーブースト＋＋の発売記念キャンペーンです 。
保湿はもちろん、持続性を高めつつ、引き締めリフトアップも実感できるラインです。
鮮やかなブルーが清々しさを演出する ラコリーヌの最新作です。
最新のテクノロジーを駆使して 新たな革新へ ・・・うるおい とハリで満たす エイジレスな肌へ

または

A＋B＋C・D どちらか 1 品を選択
スイスアルプスセリュラーミスト
［ミストローション］150ml
¥8,000（税込 ¥8,800）

セリュラー
ユース ハイドレーションセラム

［美容液］30ml
¥22,000（税込 ¥24,200）

セリュラー
ユース ハイドレーションクリーム

［クリーム］50ml
¥21,000（税込 ¥23,100）
または

セリュラー
ユース ハイドレーションボーム

［ジェルクリーム］50ml
¥21,000（税込 ¥23,100）

3 品合計通常価格 51,000 円（税込 56,100 円）
発売記念セット価格

45,000 円（税込

49,500 円）

お買い上げのお客様にプレゼント !!
スイスアルプス セリュラーミスト
30ml

1,600 円相当

ＮＡアイコントゥール
6ml

14,000 円相当

２品合計
16,000 円相当
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２０１９年の感謝を込めて、ラコリーヌより今年もスペシャルなコフレが届きました。
ラキュールを含む年末にふさわしいスペシャルケア！今年のコフレは、
重厚感のあるモダンメタルなバニティにセットしてギフト！
数量限定ですのでお早めに !!

xmas 限定コフレ

ネイティヴエイジのすべてがコフレに！
ラコリーヌ最高峰で令和元年の 総決算肌へ

ネイ ティブエイジ
ラ・ボーテ ア・ランフィニ
ネイティヴエイジ クリーム
50ml 税込 ¥59,400

現品

ネイティブエイジ アイコントゥールクリーム
15ml 税込 ¥35,200

現品

ネイティブエイジ セラム
10ml 税込 ¥10,500 相当
ネイティブ エイジ ラキュール 特別限定品
１セット（１週間分）税込 ¥47,000 相当

全 152,000 円相当！
NA プレミアコフレ価格

アヴァンギャルドモダンなフェイクスタッズデザイン
コスメ・メークポーチ、パーティバニティとしても活躍 ★
★オリジナル メタルモダンバニティにてお届け致します。

60,000 円（税込

66,000 円）

◆サイズ：縦 18 × 横 20 × 高さ 12.5 ｃｍ
◆素材：合皮
◆カラー：メタルブラック

たるみが気になる方に超お勧め！

リフト＆ライト

［エイジングケアセラム］
50ml ¥35,000（税込 ¥38,500）

リフト＆ライト クリーム

［エイジングケアクリーム］
50ml ¥31,000（税込 ¥34,100）

（税込

（税込

27,500 円）

28,000 円

30,800 円）

25,000 円

14,000 円相当
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大ヒット御礼感謝企画

Ｒ³ マスクキャンペーン

１度使うと手放せなくなるとリピーター続出！
翌朝むくみゼロの輪郭に感動する初のスリーピングジェルマスクです。
起き抜けの寝ぼけ肌にも◎。この機会に是非お試しください★

グッと引きあがる奇跡…
感動の朝を迎える大ヒットジェルマスク！

限定数あり

セリュラー
マトリックス Ｒ³ マスク

［ジェルマスク］

¥23,000（税込 ¥25,300）
特別キャンペーン価格

16,500 円（税込

18,150 円）

MATRIX R

3

大人気！スペシャルシートパック
冬の定番 集中ケアのコラジェンマスク！

年末感謝 限定特別キャンペーン
美容成形級・毛穴レス・滑らか陶器肌

限定数あり

スイスアルプス
セリュラーミスト

［スプレーミストローション］
30ml ¥1,600 相当

目元のエイジングサインを集中的にケアする！

アイコラジェン限定数 キャンペーン

限定数あり

エイジングケアシートマスクの最高峰、
コラージェンマスクの特大キャンペーン！！
５枚にさらに１枚プレゼント。

目元専用の集中ケアシートマスク。
専用のマッサージジェルでマッサージ後、アイシートで４０分。
気になるシワやたるみ､くすみも一掃し､よりくっきりと整う目元へ…

ホワイト コラージェンマスク

セリュラー アイコラージェンプログラム

［スペシャルコラーゲンマスク］
5 枚 ¥46,500（税込 ¥51,150）
キャンペーン価格

39,000 円（税込

42,900 円）

［目元用スペシャルシートマスク］
5 回：5 週分 ¥46,000（税込 ¥50,600）
キャンペーン価格

40,000 円（税込

44,000 円）

１枚 7,150 円と
大変お得です！

ホワイトコラージェンマスク 1 セット

［スペシャルシートマスク］
10,300 円相当

ホワイトコラージェンマスク 1 セット

［スペシャルシートマスク］
10,300 円相当

エクストラリッチ 冬季限定 保湿 キャンペーン

限定数あり

冬の保湿はエクストラリッチクリームがおすすめです。最適な保湿バランスでうるおいと引き締めを叶え、
お化粧映えする素肌に仕上げます！

セリュラー バイタルエクストラリッチクリーム

リッチなうるおいととも にハリと
透明感を与える・・・
ラコリーヌ冬の保湿ケアクリームに

［エモリエントクリーム］30ml
¥19,400（税込 ¥21,340）
キャンペーン価格

14,000 円（税込

15,400 円）
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Dermocosmétique de pointe

新ライン発売記念

『リフトアンテグラル』発売記念キャンペーン
生まれ変わった成熟肌ライン『リフトアンテグラル』の登場です。
かつてないハリとボリューム・・・年齢により失われるふっくらとなめらかな質感を
取り戻し、マイナス年齢の肌を目指す。
発売を記念して、お得なセットでご紹介。ネック専用クリームと合わせてお試しください。
かつてな いハリ、そして女性らしい
ボリュームのある肌へ・・・

リフトアンテグラル セラム

［美容液］30ml

¥10,900（税込 ¥11,900）

リフトアンテグラル
クレームニュートリ

年齢の現れやすい繊細な首元 ・・・
専用ケアでうるおいと なめらかさを

［エモリエントクリーム］50ml

リフトアンテグラル
クー＆デコルテ

¥9,100（税込 ¥10,010）

２品合計通常価格

［ネッククリーム］50ml

¥8,100（税込 ¥8,910）

発売記念価格

6,500 円（税込

20,000 円（税込 22,000 円）

発売記念セット価格

17,000 円（税込

7,150 円）

18,700 円）

オリジナル
フォーマルリングバックを
プレゼント！
◆サイズ縦 １ ６ × 横１４ × 高さ９ ｃｍ
◆素材：合皮 ◆ カラー：オフ ホワイト

Ｘｍａｓ ＰＩＮＫ ＣＯＳＭＥセット

限定数あり

ロマンティックでキュートなピンクのクリスマスセットです。
女性へ贈るギフトにも最適！クリスマスの贈り物にピッタリです。

イドラジェニスト セラム

［モイスチャー美容液］30ml
¥6,400（税込 ¥7,040）

イドラジェニスト マスク

オリジナルピンクトートバック

［モイスチャーマスク］75ml
¥5,000（税込 ¥5,500）

クレーム ムーサント

［洗顔料］150ml

¥3,500（税込 ¥3,850）

3 品合計通常価格 14,900 円（税込 16,390 円）
Xmas Cosme セット価格

10,000 円（税込

11,000 円）

ルミネッセンス

クリアランスキャンペーン
光を集めるイルミネーションのように輝く
お肌を演出するルミネッセンスセラム。
クリアランスの特別価格でご紹介致します。

ルミネッセンス セラム

［ライトニン グ美容液］30ml
¥7,000（税込 ¥7,700）
キャンペーン価格

5,000 円（税込

5,500 円）
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限定数あり

タラソ∞ミネラル ☆クリスマス特別企画
タリオン空前の大ヒット『ミネラルブースター！』
ミネラル濃縮美容液の素材となるタラソオリゴパウダーを
セットにした特別企画キャンペーンをご紹介致します。

ミネラルブースター

大ヒット御礼！
紫外線で傷んだ肌にミネラル注入…
革新の導入美容液☆

［ブースターセラム］
30ml ¥7,000（税込 ¥7,700）
タラソ∞ミネラル価格

6,500 円（税込

7,150 円）

Ｗミネラルを補給！

タラソオリゴ

［海塩パウダー入浴料］60g

オーシャンシークレッツキャンペーン

限定数あり

タリオン最高峰のエイジングケアライン「オーシャンシークレッツ」の特別キャンペーンのご紹介です。
美容海洋成分を濃縮配合する濃密なセラム、しっとりと素肌をなでるようになじんでいく豊潤なクリームのセット。
深海を感じながら、どうぞ極上のタリオンを堪能ください。

オーシャンシークレッツ ル セラム

［美容液］
30ml ¥18,500（税込 ¥ 20,350）

オーシャンシークレッツ ラ クレームリッシュ

特許３成分を贅沢に配合した、
タリオン最高峰エイジングケア

［リッチクリーム］
50ml ¥16,700（税込 ¥18,370）
２品合計通常価格
キャンペーンセット価格

35,200 円（税込 38,720 円）

30,000 円（税込

ｗｉｎｔｅｒ ｇｉｆｔ２０１９ バスセット
毎年大好評のウィンターバスギフトのご紹介です。
イベント盛りだくさんの年末年始のギフトにもぴったりです☆

バスクリスタルセット

-オーシャンバスクリスタル
［バスソルト］600g ¥ 3,500（税込 ¥ 3,850）
-タラソオリゴ［海藻パウダー入浴剤］60g x 2 枚

33,000 円）

大人気！ボディソープ
令和元年

背中やデコルテのブツブツ、ざらつきが
お歳暮ＴＬソープセット
気になる方には超お勧め！
お歳暮や年末年始のご挨拶に最適
!
キャンペーンの度に即完売する人気商
やっぱりもらって嬉しい定番のソープ…
品。香り、コスパ最高！！
忘年会やクリスマスイベントなどの
プレゼントにも最適です♡
ギフトにもどうぞ！

-エクスフォリアンソープ
［海藻スクラブソープ］ミニ50g x 1個

全3品

6,500 円相当

バスクリスタルセット価格

アルゴバスセット

3,700 円（税込

4,070 円）

-スペシャルタラソアルゴバス
［海藻リキッド入浴剤］400ml ¥5,000（税込 ¥5,500）
-エクスフォリアンソープ
［海藻スクラブソープ］ミニ50g x 1個
-TLタブレット シングル x 2個

全3品 ¥7,500 相当
アルゴバスセット価格

3,800 円（税込

4,180 円）

※タオルはつきません

エクスフォリアンソープ

［海藻スクラブソープ］150gx3 個セット 箱入り
¥4,600（税込 ¥5,060）
ソープセット価格

3,200 円（税込

3,520 円）
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プレセランスご愛用のお客様へ年末の特別キャンペーンです。
毛穴を引き締め、キメを整える人気のクーリングパックをプレゼント致します。
プレセランスすべての
スキンケア商品を対象に、合計

22,000 円

以上お買い上げのお客様に、
下記の商品をプレゼント。

ＨＥ マスク グラシアルＨ

［クーリングパック］50ml
¥5,200（税込 ¥5,720）

All１０%ＯＦＦ
AＷ還元キャンペーン
北欧デンマークより届けられたオモワを「冬季限定の特別価格」にて
ご紹介致します。若い世代を中心にナチュラル志向に人気の北欧コスメ！

スージングフェイシャルオイル

［フェイスオイル］30ml
¥5,500（税込 ¥6,050）

リラックスアロマブレンドが心地よく広がり、
まるでスパにいるような開放感を演出する、
ナチュラルで快適なフェイスオイルです。
なめらかで輝きのある健康的な肌へと整えます。
キャンペーン価格

4,900 円（税込

5,390 円）

ネロリクリーム

［クリーム］50ml
¥7,600（税込 ¥8,360）
ネロリ（オレンジビター花油）の香りが心地よい、
マイルドでライトな使い心地のクリームです。
サザンカ油、アマニ油、アロエベラ葉汁を
リッチに含み、やわらかですこやか、
うるおいに満ちた肌へと整えます。
キャンペーン価格

6,800 円（税込

7,480 円）

オールインワンバーム

［モイスチャーバーム］50ml
¥7,300（税込 ¥8,030）
フェイス・ボディ・髪にお使いいただける、
マルチパーパス（多目的）のモイスチャーバームです。
肌を心地よい状態に整え、
贅沢なうるおいとツヤで満たします。
リラックスへと誘うネロリのエッセンシャルオイルの香りです。
キャンペーン価格

6,500 円（税込

7,150 円）

リジェネレイティングフェイシャルオイル

［フェイスオイル］30ml
¥7,000（税込 ¥7,700）

うるおいを高め、輝く肌のために厳選された
オイル（コメヌカ、ザクロ種子、月見草、アボカド）や
美容成分（コエンザイム Q10、ビタミン E) を配合した
エイジングケアフェイシャルオイルです。
ハリやツヤが健康的な、美しい肌へと整えます。
キャンペーン価格

6,300 円（税込

6,930 円）

プランプイットアップクリーム

［クリーム］50ml
¥10,000（税込 ¥11,000）

ネロリ（オレンジビター花油）を中心に、
数種の精油をブレンドした香りが、リラクゼーションを誘い、
希少なドラゴンズブラッド（竜血）エキス、
ザクロ種子エキスやコメヌカ油をリッチに含み、
心地よいハリ感に満ちた健康的な肌へと整えるクリームです。
キャンペーン価格

9,000 円（税込

9,900 円）
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エクラテア★スキンケアキャンペーン
20 代をメインターゲットにしたエクラテアスキンケアをよりお求めやすく
ベーシックケアからサンケアまで、幅広いラインナップが魅力のエクラテアが
スキンケアの楽しさをお届けします。
エクラテアすべての
スキンケア商品を対象に、合計

以上お買い上げのお客様に、

15,000 円 下記の商品のどちらかをプレゼント。

クリスタル
パーフェクション
ファンデーション

ジェントル
クレンジングオイル

［クレンジングオイル］

250ml ¥2,500（税込 ¥2,750）

［リキッドファンデーション］
【全 3 色：No.01・02・03】
30ml ¥4,100（税込 ¥4,510）

クリスマスプレミアムコフレ『クッションファンデ 』
冬の肌にツヤ感を演出するクッションファンデーションコフレ！
ベースもセットでより均一な化粧のりの良いお肌へ整え仕上げます。
限定でタッセル付ウィンターコスメポーチをプレゼント致します。

プレミアムコフレ内容

クッション ファンデーション SPF50+ PA+++ 本体

［クッションファンデーション］¥4,400（税込 ¥4,840）
2 色からお選びください

No.21 ピンクベージュ
No.23 ライトベージュ
クッション ファンデーション SPF50+ PA+++ レフィル

［クッションファンデーション レフィル］¥3,900（税込 ¥4,290）
本体と同じお色になります

シャイニーメークアップベース

［メークベース］¥3,700（税込 ¥4,070）
コスメポーチにまとめて
お届け致します！

ピンクラベンダーパール

立体感のあるベルベットデザインと
タッセルがアクセントの冬仕様の
コスメポーチです。

3 品合計通常価格 12,000 円（税込 13,200 円）
プレミアムコフレ価格

◆サイズ 11 ｃｍ × 11 ｃｍ × 6 ｃｍ
◆素材：ポリエステル・ナイロン

7,800 円（税込

8,580 円）

クリスマスプレミアムファンデーション
贅沢な美容成分を配合したリッチなクリームファンデーション！
最適なカバー力と顔色修正力で冬の乾燥しがちなお肌もクリアして、透明感のあるお肌へ。

リッチクリームファンデーション 全 2 色
30ml
¥6,400（税込 ¥7,040）
キャンペーン価格

5,000 円（税込

5,500 円）

No.01 ライトベージュ

標準色〜黄み系肌に。
自然な明るさと透明感を演出

No.02 ピーチベージュ

くすみ、色むらを補正し、
血色の良い肌色へ
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花粉症もしくは通年のアレルギー症状を訴える方に訴求するスウィフトショット！
ハイシーズンまでの販売となります。冬の肌荒れや痒みにもおすすめです。

¥9,000（税込 ¥9,720）
6 箱合計通常価格
54,000 円（税込 58,320 円）

50,000 円（税込

54,000 円）

健康的で豊かな毎日をサポートし、内面から溢れ出す美しさへと導く、
内面美容ブランドのビデンスからお得なキャンペーンをご用意！
ご家族皆さんのすこやかなインナーライフをサポートします。

5,000 円（税込 5,400 円）

6,500 円（税込 7,020 円）

5,500 円（税込 5,940 円）

3,500 円（税込 3,850 円）

ビオフェクト フコイダン プレミアム

キャンペーン

現代人の悩みに訴求する、海藻成分由来の「フコイダン」を高配合した、
飲みやすく続けやすい補助食品です。ご自身の健康を考えられるすべての方へ。

ビオフェクト フコイダン プレミアム

［健康補助飲料］
720ml ¥16,500（税込 ¥17,820）
キャンペーン価格

15,000 円（税込

16,200 円）

3 本セットでさらにお得に！

3 品合計通常価格 49,500 円（税込 53,460 円）
3 本セット特別価格

39,000 円（税込

42,120 円）

1 本 ¥14,040（税込）と大変お得です！

バンスブリーム ギフトキャンペーン

スキンケアの発想から生まれたバンスブリーム、
お歳暮などのギフトにもピッタリのシャンプー＆トリートメントです。

バンスブリーム シャンプー A トリートメント A

［A= アンチエイジングライン：ピンク］

バンスブリーム シャンプー S トリートメント S

［S= スカルプケアライン：イエロー］

各 600ml
¥3,000（税込 ¥3,300）

お得なキャンペーンをご用意詳しくはミックコスメティックプラザに直接お問い合わせください。

2019 Ｘmas Limited Edition

ベトナム サイゴンから届く日本初上陸のフレグランスブランド『コシーヌ』。
コレクションはエレガントかつエキゾチックなサイゴンの街や風景、癒しのビーチ、
そして太陽が燦燦と降り注ぐ庭園を想わせてくれる。世界各国のラグジュアリースパや
セレクトショップに並び、ライフスタイルを優雅に演出する厳選された香りの世界。
洗練されたデザインとパッケージで女性の永遠の美をご提案します。
上質なギフト、ウエディングギフトにも喜ばれています。
〈Made in Ｆｒａｎｃｅ／ Ｖｉｅｔｎａｍ〉

WHITE JASMINE & GARDENIA
コシーヌ ハンドクリーム ホワイトジャスミン＆ガーデニア
50ml ¥3,500（税込 ¥3,850）

コシーヌ ハンド＆ボディウォッシュ ホワイトジャスミン＆ガーデニア
300ml ¥4,400（税込 ¥4,840）

２品合計通常価格 7,900 円（税込 8,690 円）
限定セット価格

7,500 円（税込

8,250 円）

FR ANGIPANI & NEROLI
コシーヌ ハンドクリーム プルメリア＆ネロリ
50ml ¥3,500（税込 ¥3,850）

コシーヌ ハンド＆ボディウォッシュ プルメリア＆ネロリ
300ml ¥4,400（税込 ¥4,840）

２品合計通常価格 7,900 円（税込 8,690 円）
限定セット価格

7,500 円（税込

8,250 円）

限定セットをお買い上げのお客様へ、
オリジナルギフトバッグをプレゼント☆

WATER HYACINTH & LIME BLOSSOM
コシーヌ リードディフューザー ウォーターヒヤシンス＆ライムブロッサム
150ml ¥11,000（税込 ¥12,100）

TUBEROSE & WILD FIG
コシーヌ リードディフューザー チュベローズ＆ワイルドフィグ
150ml ¥11,000（税込 ¥12,100）

