5/8sun.
母の日

化粧品ギフトセット

資生堂 コーナー
［テーマ］

美肌を守る お出かけセット

［セット内容］

◆ ベネフィーク / クリアUVエッセンス

3,850円(税込)

◆ クレ･ド･ポー ボーテ/ ジェルネトワイアンプールレマン

1,650円(税込)

〈消毒ハンドジェル〉

合計 5,500円(税込)

アルビオン コーナー

コーセー コーナー
［テーマ］

ママいつもお疲れ様
癒しの香り リラックスセット

［セット内容］

華やかローズギフト

［テーマ］
［セット内容］

◆ デコルテ / コンフォート デイミスト セット＆プロテクト
◆ デコルテ/ プリム ラテ マスク
◆ デコルテ / ハンドエッセンス ローズ&ピオニー
◆ デコルテ/ ギフトボックス

3,300円(税込)
495円(税込)
1,320円(税込)
330円(税込)

◆ イグニスイオ / アロマティカル ボディ UV. 003

1,980円(税込)

◆ イグニスイオ / レディ ローズ (オーデコロン)

3,080円(税込)

◆ イグニスイオ / フローラル バーム

1,980円(税込)

合計 5,445円(税込)

合計 7,040円(税込)

カバーマーク (敏感肌コーナー)

カバーマーク (敏感肌コーナー)

いつまでもお母さんには
若々しく過ごしてほしい

［テーマ］

［セット内容］

［テーマ］

若々しい張りで 輝く毎日

［セット内容］

◆ カバーマーク / モイスチュア リッチ リンクル クリーム 特別キット
セルアドバンスト 部分用シートマスク2枚付きの豪華セット

◆ カバーマーク / セルアドバンスト マスク WR（6枚入り）特別キット
リッチリンクルクリーム 5日分サンプル付きの豪華セット

8,800円(税込)

6,380円(税込)

ジルスチュアート コーナー
［テーマ］

ポール&ジョー コーナー

癒しのホワイトフローラル
ハンドセット

［セット内容］

はつらつツヤ肌UVギフト

［テーマ］
［セット内容］

◆ ジルスチュアート / ハンドウォッシュ ホワイトフローラル 2,200円(税込)

◆ ポール＆ジョー / サンプロテクション ボディプライマー クリア

3,850円(税込)

◆ ジルスチュアート / ハンドクリーム ホワイトフローラル

◆ ポール&ジョー / フィキシング ミスト

1,980円(税込)

◆ ジルスチュアート / ギフトボックス MM

2,640円(税込)
495円(税込)

合計 5,335円(税込)

◆ ポール&ジョー / ギフトボックス Mジプシー(白)

440円(税込)

合計 6,270円(税込)

期間中お買物のお客様全員に、
TADACHIYA cafe THE GATEで
ご利用いただける100円OFF券プレゼント!!

メイクウィーク開催!!

5/6(金)〜5/9(月)

〜「メイクの日」はきれいを贈る日〜
「不要なコスメででカラーチェンジ♡
自分だけのインテリアに！」
ご自宅に眠っていいる、
使っていないコスメはございませんか？
コスメの使用期限や捨てたくないけど
捨てざるを得ない化粧品の活用として、
スタッフで造花へのカラーリングをしました。
夏のメイクプランと共に店頭にてご紹介いたします!

JMAN (Japan Make-up Artist Network / ジェイマン）は、
お店や化粧品メーカー等の枠を越えた
日本初のメイクアップアーティストの集団です。
5月9日『メイクの日』®はJMANが定めた特別な一日。
TADACHIYAはJMAN のメンバーとして
協賛、活動をしています。

新発売
発売日：5/21(土)

待っていたのは、
この香り、
この心地よさ。

リシェール by ベネフィーク

①

ヘアに、ボディに、
艶めきが戻ってくる。

②

③

④

⑤

① シャイニー ヘアオイル 40ml ¥3,300(税込)
② ヘアプロテクト エッセンス〈日中用ヘアトリートメント〉100ml ¥3,080(税込)
③ エアリーアクア ヘアウォーター〈ヘアスタイリング・トリートメント〉250ml ¥2,200(税込)
④ ボディミルク〈ボディ用乳液〉150ml

¥4,180(税込)

⑤ ボディウォッシュ〈ボディ用洗浄料〉 400ml ¥2,860(税込)

肌のコンディションを整えてトラブルを防ぐ。
すこやかな美しさを保つ薬用化粧水。

好評発売中!!

“スキコン”が11年ぶりにリニューアル!!

コスメデコルテ
ゼンウェアフルイド

リニューアル!! 新発売

〈リキッドファンデーション〉
30ml 全18色 各¥6,600(税込)

発売日：5/17(火)

完璧なまでの自然体。
心地良い美しさ、24時間！

新。
スキコンを超える
新スキコン!

禅の呼吸で調え、墨で描くように。薄く均一に伸び広がって密着カバー。
自然な艶感のある、上品でセミマットな仕上がりのリキッドファンデーション。

アルビオン
薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N 〈化粧水（敏感肌用) 〉医薬部外品

好評発売中!!

110ml 3,850円（税込）/ 165ml 5,500円（税込）/ 330ml 9,350円（税込）

ネイルシリーズがリニューアル！!
ジルスチュアート

ネイル カラー

リニューアル!! 新発売

発売日：5/13(金)
☆予約受付開始日：4/29(金)

〈リップバーム〉
3.2g 全5色
¥3,850(税込)

コスメデコルテ

ルージュ デコルテ
ティンティドプランパー

◆ フレグラント ネイルラッカー
/ 全23色 うち限定3色 8mL 各¥2200
◆ カラー ベース&トップコート
/ 全10色 8mL 各¥2200
◆ アロマティックフラワーネイルオイル
/ 全2色 8mL 各¥2200

カバーマーク
クレンジング限定キット
アクセーヌ
モイストバランス限定キット

①
アクセーヌモイストバランスローション
アクセーヌ モイストバランスジェル 限定キット
50g 6,050円 (税込) / 95g 9,900円 (税込)
【キット内容】
◆モイストバランスジェル(ジェル状保湿液·現品)
◆モイストバランスローション(化粧水･30ml･トライアル)

限定キット 6,050円 (税込)
【キット内容】
◆モイストバランスローション
(化粧水・360ml・現品)
◆モイストバランスジェル
(ジェル状保湿液・10g トライアル)

②

③

① トリートメントクレンジングミルク ボーナスセット 3,300円 税込)
セット内容：200g (現品) +30g (ミニサイズ)

②トリートメントクレンジングオイル ボーナスセット 3,300円 (税込)
セット内容：200ml(現品) + 30ml(ミニサイズ)

③ミネラルウォッシュボーナスセット 3,300円 税込)
セット内容：125g (現品) + 25g ミニサイズ)+泡立てスポンジ (非売

クレ・ド・ポー ボーテ

ベネフィーク

5月26日(木) 〜 6月5日(日)

