玉川タカシマヤ スペシャルデイズ

Cosmetics News!
■ 1月12日（水）
→ 17日
（月） ■ 本館 1階 化粧品

玉川タカシマヤ 化粧品売場 限定キット
〈アクセーヌ〉

〈カバーマーク〉

限定

50 個

スペシャルデイズ 限定キット

セルアドバンスト セラム WS
玉川タカシマヤ限定セレクション

4,180円

・ミルキィクレンズアップ（現品、200g）
・リセットウォッシュトライアルサイズ
・モイストバランスローションサンプル2包

14,300円

〈シスレー〉

ヘア リチュアル プレシャス オイル
スペシャルデイズ限定セット

・セルアドバンスト
セラムWS（現品、40ml）
・セルアドバンスト
ローションWR（20ml）
・セルアドバンスト
セラムWS（10ml）
・セルアドバンスト
クリームWR（4.5g）
・モイスチュア チャージ
セラムサンプル（3日分）

限定

8個

12,100円

・ヘアリチュアル プレシャス ヘアケア オイル（現品、100ml）
・ヘアリチュアル プレシャス ヘアケア オイル（10ml）
・ヘアリチュアル オリジナル ブラシ

お買上げプレゼント

YSLのメイク／フレグランス製品税込
1 1 , 0 0 0 円以 上お買上げのお 客 様に
先着 「オリジナルコスメ ケース」
をプレゼント
50名様

KANEBO オンスキン エッセンス
をお買上げのお客様に「スマイル
パフォーマー（ マスク ）1 枚 」を
プレゼント

先着

先着

ファンケル製品税込6,000円以上
お買 上げのお 客 様 に「 マイルド
クレンジ ング オイルミニサイズ 、
サインズエフェクター2回分サンプル、
コアエフェクター2回分サンプル」を
プレゼント

20名様

その他のサービス

20名様

25名様

〈ファンケル〉

先着

〈クラランス〉
クラランス製品税込15,400円以上
お買上げのお客様に、
「 ホワイト−
プラス ブライト エマル ジョン
トライアルサイズ」をプレゼント

〈ベルナチュレール〉イベント情報
美容家・吉川千明氏による
ビューティーカウンセリング会

〈ローズギャラリー〉

（通常5,500円相当）

先着

30名様

〈カネボウ〉

〈イヴ・サンローラン・ボーテ〉

2,200 円

香りのあるバラを中心にハーブや
季節のグリーンを一緒に束ねた
フレグランスブーケ。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

エスト製品税込8,800円以上お買上げ
のお 客 様 に「 エスト クレンジング
エッセンス エンリッチド ミニボトル
（28g）」をプレゼント

アディクション製品税込8,800円
以上お買上げのお客様に「ミニ
ネイル&トップコートセット」を
プレゼント

香りのブーケ

限定

30 個

〈エスト〉

先着

20名様

〈アディクション〉

※なくなり次第終了とさせていただきます。

■ 1/15
（土）午前11時30分から（お一人様約40分）
最終受付 午後5時 ※ご予約制
各日

10 束

オーガニック初心者の方からすでにご愛用いただいて
いる方まで、衣・食・住・美容あらゆる面からお悩みに
お応えします。

新型コロナウイルス感染状況により、イベント中止など掲載情報が変更となる場合がございます。
最新の営業時間、ならびに各店舗ごとの営業状況につきましては玉川タカシマヤホームページをご確認ください。

News!

玉川タカシマヤ

■ 1月12日
（水）→ 17日（月） ■ 本館 1階 ベルナチュレール

ベルナチュレール 限定キット
〈アロメディカ〉

〈ヴェリマ〉

限定

5個

フェミノール
デリケートゾーンケアセット
4,070円

アイケアセット
10,560円

〈オプティミスティック〉

限定

SEスムースキット

5個

5,610円

・オーガニックスパシャンプー
（現品、200ml）

（ご予約優先）

■1月14日
（金）午前11時〜午後6時
（お一人様約15分）
※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

〈シャトー・デュ・ボワ〉
シャトー・デュ・ボワ
はじめましてセット
5,000円

限定

5個

・ピュアソープホワイト（現品、150g）
・ミニソープ・オリジナル巾着

限定

5個

マヒカ キット
8,800円

・マヒカハニー
（現品、400g）×2
・マヒカローヤル（15包）
・オリジナルポーチ

5個

・アロウェルルームスプレー
（ミニサイズ、30ml）

オーガニック・ボタニクス トライアルキット
4,070円
限定
・ジェントルディープクレンジングミルク

をプレゼント

コラーゲン入り青汁1ケース（30スティック
入り）をお買上げのお客様に
「コラーゲン
入り青汁5スティック」を、1パック（30
スティック入り×5ケース）をお買上げ
のお 客 様 に「 コラー ゲ ン入り青 汁3 0
スティック」をそれぞれプレゼント

お買上げのお客様に「ざくろオイル

モイストウォーター
（トライアルサイズ）
」

（ミニサイズ）
」
をプレゼント

先着

10名様

〈ダヴィネス〉

先着

ダヴィネス製品税込6,600円以上お

20名様

〈ダヴィネス〉
ダヴィネス製品お買 上げの

※なくなり次第終了とさせていただきます。

〈健康美人フォーラム〉

ヴェレダ 製品税 込5,500円以 上

お買上げのお客 様に「ホワイトバーチ

先着

20名様

先着

50名様

Dr.ハウシュカ製品税込6,000円以上

お客 様に「オイ シャンプー、

お買上げのお客様に「バーチアルニカ

(ミニサイズ）
」
をプレゼント

オイ コンディショナー、オイ

ボディオイル（ミニボトル、10ml）」をプ

ミ ル ク 」の サ シェサン プル

レゼント

〈ルアモ〉

のお客 様に「ブライトニングローション
（30ml）
」
をプレゼント

先着

15名様

ルア モ ま た は サ ン タベ ル デ
製品税込3,900円以上お買上
げのお客様に「ルアモ オール
デ イ プ ロ テ クト ＵＶ ア ク ア
ヴェール」のサンプル5回分を
プレゼント

先着

20名様

ベルナチュレール ダブルスタンプキャンペーン

先着

20名様

セットをプレゼント

フィッツ製品税込10,000円以上お買上げ

先着

5名様

〈Dr.ハウシュカ〉

買 上げのお客 様に「オイ ヘアバター

〈フィッツ〉

5個

（60ml）

・フローラルトーニングローション（60ml）
・ダマスク＆フラワーリッチエッセンス（1.5ml）
・モイスチャライジングEXリッチクリーム（3ｇ）

〈ヴェレダ〉

アムリターラ製 品 税 込 4 , 8 4 0 円 以 上

5個

〈オーガニック・ボタニクス〉

ベルナチュレール お買上げプレゼント
〈アムリターラ〉

限定

スペシャルデイズ限定
フロル特別キット
11,165円

・モイスチャーハイドレーティング
ローション（現品、100ml）

〈マヒカ〉

アロウェル スペシャルセット
3,080円
限定
・アロウェル（現品、5ml）

〈フロル〉

・オールパーパスコンセントレイト
クリーム（現品、50g）×2

（現品、
5ml）

〈ナチュールサンアローム〉

ヴェリマ製品を2品以上
お買上げのお客様に
「リラックスマスク
先着
（4ml）」
を
20名様
プレゼント

アイゾーンリキッドの効果的な
使い方と、サンヴェールで目元
を明るくする方法をご体験。

・プレミアムエッセンシャルオイル

・トリートメントSE（現品、200g）
・アウトバスSE（現品、120ml）

（現品、20ml）

［アイケアご体験イベント］ ［お買上げプレゼント］

5個

・アイゾーンリキッド（現品、30ml）
・ローズローション（15ml）
・ＵＶプロテクション
サンヴェール（2ml）

・フェミノール（現品、100ml）
・フェミノール（トラベルサイズ、30ml）
・オリジナル巾着袋

・アロウェルマスクスプレー

限定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

〈ヨンカ〉

先着

ベルナチュレール製品税込

100名様

2 ,0 0 0 円 以 上お買 上げの
お客様に「ヌード パーフェクト
エフェクト フルイド」のサン
プルをプレゼント

■ 1月13日
（木）→ 16日
（日）

通常、本体価格3,000円ごとに1スタンプのところ、2倍の2スタンプを押印します。

※写真はイメージです。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※詳しくは各ブランドまでお問い合わせください。
※品数に限りがございますので、
売切れの節はご容赦ください。

［お問い合わせ］
玉川タカシマヤ 本館1階
化粧品売場 ：代表TEL 03-3709-3111
ベルナチュレール：直通TEL 03-3708-8917

