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6月・7月 のご案内

メ ル シ ー デ ー

2022年 6 月の定休日
メルシーポイント

開催期間

6月25日(土) 〜 7月5日(火)

※ 6月29日(水) は 定休日となります

1日(水) ・ 8日(水)
15日(水) ・ 22日(水) ・ 29日(水)

清々しい朝の空気にリフレッシュする今日この頃。今月は梅雨入りが間近に、紫陽花が楽しみな季節となりました。
徐々に強くなる紫外線や、急激な気温・湿度の変化がお肌に影響を与える時季。
今月の美肌テーマは「うるおい補給&毛穴ひきしめ」水分補給の保湿ケア、皮脂分泌ケアで毛穴ひきしめを中心に、
美白ケア、UVケアを取り入れ紫外線に負けない抵抗力のある肌づくりをいたしましょう。
今月も化粧生活を明るく楽しく心地よく！！お過ごしいただけるご提案です。

私の化粧生活ご紹介！
［専務］大宮 優子 私のオススメ！
乾燥しやすい肌なので、毎朝洗顔後にマッサージしてます。
ジェルタイプなので、肌なじみもよく、春夏用のマッサージとして、
ベタつかず気持良く使えてます。
フェイスラインや、ほほ骨の下をぐっとつまみ、
圧をかけると、顔のコリもほぐれてすっきり!!
98%天然由来成分なので、香りも良く、肌もうるおい、
毛穴もひきしまり、とても気入ってます。
商品： インフィオレ
ハイドレイティング ジェルクリーム コンセントレ
〈ジェルクリーム〉80g 6,600円（税込）

［アルビオンコーナー］ 岡和田 私のオススメ！
ロングセラーのハトムギ配合化粧水にペーパーマスクがあるのをご存知ですか？
ちなみに今では、当たり前の顔型マスク。
日本で1番最初に発売されたのがこのパックです!
とっても冷んやりスっーとして、
ひたひた水分がしみ込む感じが大好きです。
特に夏は、朝1分だけマッサージ美容液をつけてこのパックをすると、
むくみもとれるし、メイクが本当にがくずれにくくなります。
あらゆる肌質、年代問わずおすすめです!
商品： 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 ペーパーマスク N
〈化粧水マスク〉14ml 8枚入 3,300円（税込）

まつ毛カール

「シスアイラッシュセット」 60分 4,950円(税込)

眉スタイリング

MENU

■ 眉スタイリング 1０分 ￥1,100(税込)
■ 眉スタイリング アドバイス付き 3０分 ￥2,750(税込)
自分に合う眉を知りたい方、
なりたい眉の描き方が分からない方、ぜひご相談下さい。

新商品情報 / 特典企画
資生堂コーナー

スノービューティー

薬用美白
スキンケアパウダー
24時間、肌に願いを。
美白ケア&透明感アップ!!

ブライトニング スキンケアパウダーB
フェイスパウダー 25g ¥7,150(税込)

7/21 THU

資生堂コーナー《ワタシプラス》

限定発売

ワタプラポイント

ご予約受付中 ※ 数量限定品

6/16(木)〜6/30(木) 資生堂商品ご購入で・・・

還元!!

プレゼントキャンペーン

6/16 THU 新発売

6/1〜 (無くなり次第終了)

ご予約受付中!!

コスメデコルテ

10%

スノー クラリファイア
〈ふきとり美容液〉
150ml ¥4,400(税込)

誰もが憧れる、降りたての雪のような
みずみずしい透明感を。
洗顔後の肌を優しく磨き上げ、
毛穴も気にならない、
キメ細かく澄んだ美しさをかなえます。

6/2 THU
限定発売

アルビオン

乾燥やつっぱり感も忘れさせる、
深い潤い。
次に使用するスキンケアの
肌なじみも高めます。

ご予約受付中 ※ 数量限定品

6/18 SAT

薬用スキンコンディショナー
エッセンシャル Ｎ トライアルセット

限定発売

¥1,210(税込)

ご予約受付中 ※ 数量限定品

イグニス

サニーサワー
ジューシージェル
〈薬用美容液〉
80ml ¥4,400(税込)

6/2 THU

もぎたて果実のようなフレッシュな夏肌へ

限定発売

ご予約受付中
［セット内容］
◆ 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 医薬部外品 35mL
◆ アルビオン フェイシャルコットンＬ（ソフト）10枚入り

※ 数量限定品

ポール&ジョー

みずみずしいうるおいをたっぷりと届け、
夏の肌トラブルを一掃し、すこやかな肌へ導く薬用美容液。
今年は、瀬戸田産レモンエキスとアセロラエキスが配合!!

6/17 FRI

マット プレストパウダー 004

限定発売

〈ファンデーション〉
9g SPF25 PA++ ¥5,500(税込)

ご予約受付中 ※ 数量限定品

手軽にUVカット、さらさら肌がつづく、
この夏だけの限定プレストパウダー。
ポール ＆ ジョーのデザイナー、ソフィーの
愛猫ジプシーがデザインされたコンパクトに、
ブランドロゴと猫のシルエットが刻印された
UVカットプレストパウダー、
お揃いデザインのポーチが付属!！

ジルスチュアート
夏の限定コレクション
「マーメイドフローラル」が登場！！
香りは、優雅に泳ぐマーメイドの気分を表現。
爽やかさと甘さがマッチした香りが
使うたびに夏を楽しみにさせてくれます。

6/16 THU
限定発売

ご予約受付中 ※ 数量限定品

フィルナチュラント

クリアソリューション
〝限定増量サイズ(240ml) 〟
〈角質ケアふきとり美容液〉 限定240mlサイズ ¥4,950(税込)
(通常150mlサイズ ¥3,850(税込))

化粧水の前の一手間で
肌の未来が明るく変わる！
うるおい呼び込む角質ケア美容液
後に使う化粧品の浸透を高め、
グングンうるおいを呼び込む肌へ

数量限定

カバーマーク

シルキー フィット
〝ファンデーションブラシセット 〟
〈リフィル＋ブラシセット〉 ¥4,400(税込)
専用のコンパクトケースを含む場合は、¥6,050 (税込)
［セット内容］ ◆ シルキー フィット(リフィル)[現品]
◆ ファンデーションブラシ[限定品]

霧のような細かさで、
毛穴を消し去る
パウダリーファンデーション
うるおい成分

最小ミクロンの粉体が、気になる毛穴まで行き届き、
吸い付くように密着。つるんとなめらかな肌が持続します。

発売中
※ 無くなり次第終了

イベントのご予約はお電話にて

フリーダイヤル

0120-320-057

※コロナの状況により変更の場合もございます事ご了承くださいませ。

6/11

クレ・ド・ポー ボーテ

ベネフィーク

“5分で簡単” 本当に似合う色選び

SAT

〜魅力引き立つ あなたのカラーはどのタイプ？〜
時間 ①11:15〜 / ②13:30〜 / ③14:45〜 / ④16:00〜 / ⑤17:00〜
(各回約30分・各回定員1名様)

会場

TADACHIYA1F(売場)

参加費 ¥990 特典 「マキアージュポイントカラー」 +
ファンデーションサンプル を プレゼント!!
内容 専用の機器を使って パーソナルカラーを診断!
自分にぴったりのポイントメーキャップが見つかります!

6/11

アルビオン エクシア

SAT

エクシアベース&メイク ワークショップ
〜前川講師による“若見えメイク術”のアドバイス!!〜
時間 ①11:15〜 / ②14:00〜 / ③16:00〜
(各回約60分・各回定員3名様)

参加費 ¥3,080 特典

2F
会場 TADACHIYA
(イベントスペース)

エクシアAL

エッセンス ケアオイル (爪用トリートメント) をプレゼント!!

内容 いつもの生活に戻りつつある今、マスクを外した時に

前川博久

コロナ前より若返った!?と魅せるトレンドメイクを伝授!!

6/17 FRI
18 SAT

ドクターフィル コスメティクス

初夏のカウンセリング&スキンケアレッスン会
時間 【17(金)】①14:00〜 / ②16:30〜 【18(土)】①11:00〜 / ②14:00〜
(各回約90分・各回定員3名様)

参加費 無料

特典

会場

TADACHIYA2F(イベントスペース)

ご自宅で復習できる!!

トレーニングサンプル特別キット をプレゼント!!
内容 紫外線やマスクの影響で不調を感じる方必見!!

栗原由紀子

敏感肌のお手入れ方法や、お肌に合ったスキンケア選びが楽しく学べます！

メ ル シ ー デ ー

月の

メルシーポイント

6月25日(土) 〜 7月5日(火)
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ご相談、商品のご予約等お電話でも承ります。
〒390-0874

0120-320-057

長野県松本市大手3-3-4(大名町通り)

