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予告なく発売が延期する場合がございます。
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クラランス

■ダブル セーラム ホリデーキット FE
クラランスを代表する美容液「ダブル セーラム EX」とファーミング
EXラインでふっくら弾むようなハリに満ちた肌に整えるキット。
【30ｍL】14,300円(税込) ／ 【50ｍL】18,700円(税込)

■V コントア シリーズ ホリデーキット
目覚めるようなまなざしとシャープなフェイスラインの肌を体感できる
おすすめの肌引き締めケア製品が詰まったキット。
※画像はグラン アイ セラム V（現品）キット
【グラン アイ セラム V 15ｍL】8,250円(税込) ／ 【V コントア セラム 50g】11,330円(税込)
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フルーツギャザリング
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フルーツギャザリング
［  タウンフロント1F  ］

限定
復刻

限定品

■プリズム・リーブル No.11
“人の肌色は単色では表現できない”という、
ブランドの創始者ユベール・ド・ジバンシィの
考えによって生まれた、ロングセラーのフェイ
スパウダー「プリズム・リーブル」からホリ
デー限定色が限定パッケージで登場。肌のア
ンダートーンを選ばず、肌のトーンを均一に
整え、きめ細かいパール剤配合で、より明る
く美しいツヤ感のある肌を演出してくれます。
【12g】7,480円(税込)

■ル・ヌフ・ジバンシイ No.07
ジバンシイのアイシャドウを象徴する
「ル・ヌフ・ジバンシイ」から、ホリデー
シーズン限定色が登場。
【8g】8,360円(税込)

フルーツギャザリング
［  タウンフロント1F  ］

ジバンシイ

限定品

■ルージュ・ジバンシイ No.501
すべての人を美人にする“絶対効果*”を備えた
究極のリップスティック「ルージュ・ジバンシイ」
からホリデーシーズン限定で新色が登場。
＊ジバンシイの考える「一人ひとりが持つ魅力を最大限に
生かし、美人に見せる効果」のこと。
【3.4g】5,060円(税込)

限定品 ■ルージュ・ジバンシイ・ベルベット No.37
レッドカーペットを歩く女優のように華やかで
艶やか、官能的な口元を叶える“女優口紅”、
「ルージュ・ジバンシイ・ベルベット」。
ブラックベルベット×ゴールドのホリデーシー
ズン限定パッケージ。
【3.4g】5,060円(税込)

限定品限定品

■プリズム・リーブル・ハイライター No.10
フェイスにもボディにも華やかなきらめきを。
【プリズム・リーブル】シリーズから、ホリデーシーズンに
ふさわしい、フェイスにもボディにも使える華やかな
ルースタイプのハイライターが限定発売。
【6g】6,600円(税込)

限定品
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thu
7■RMK インジーニアス パウダーアイズ N EX-28

マットな質感と繊細なパールがきらめくバーガンディー
2,420円(税込)

■ビオオイル アルガンオイル M
ムーミンコラボ限定デザインのアルガンオイル
【50ｍL】4,070円(税込)

限定
復刻

■RMK Wカラーマスカラ EX-03
大胆でありながらも大人っぽいニュアンスが漂うラズベリーターコイズ
4,400円(税込)

限定
復刻

■RMK リップジェリーグロス EX-05
ブルーラメを散りばめたパープルで、透明感のあるピュアな印象の口もとに。
2,420円(税込)

限定
復刻

■RMK ネイルポリッシュ EX-04U
温かみのあるカームグレー
1,650円(税込)

限定
復刻

■RMK ネイルポリッシュ EX-06U
大人の魅力が光るシアーモーヴ
1,650円(税込)

アールエムケー

メルヴィータ
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限定品

■ビオオイル アルガンオイル リリーオブザバレー M
ムーミンコラボ限定デザインのスズラン香るアルガンオイル
【50ｍL】4,290円(税込)

限定品

■ビオオイル アルガンオイル ローズ M
ムーミンコラボ限定デザインの
ローズ香るアルガンオイル
【50ｍL】4,290円(税込)

限定品

■ビオオイル アルガンオイル シトラス M
ムーミンコラボ限定デザインの
シトラス香るアルガンオイル
【50ｍL】4,290円(税込)

ジョンマスターオーガニック
セレクト

［  タウンフロント 1F  ］

■john masters organics × united arrows green label relaxing
　ルームミスト ナイティナイト
精油100%※配合のルームスプレー。心地よい夜のリラックスタイムを
イメージした、透明感のあるやわらかなフルーティウッディの香り。
【100mL】2,970円(税込)

限定品

fri
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■コンフォート リップオイル シマー ＃05 プリティインピンク
■コンフォート リップオイル シマー ＃08 バーガンディーワイン
クラランスのアイコン的存在のリップコンフォートオイルから、
濃密カラーと3Dのきらめきをまとう限定品の登場。
各3,520円(税込)

クラランス

限定品

限定品

限定品

限定品

■ビューティーボックス
毎年恒例のランコムクリス限定キット。
メイク製品を中心にランコムのスキンケア
ヒーロープロダクトがセットに。
21,450円(税込)

ランコム

※阪急阪神グループ店舗限定

■ジェニフィック キット
強さみなぎる、輝き溢れる肌へ。
スキンケアルーティンが完成するキット。
ジェニフィック アドバンスト N
【50mL】15,400円(税込) 
【30mL】11,000円(税込)
ジェニフィック アドバンスト デュアル コンセントレート N
【20mL】11,000円(税込)
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ロクシタン
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■フルーティフィグ シア シャワークリーム
やわらかクリームのボディシャンプー。
フィグの香りとともに、肌をやさしく洗います。
【250ｍL】3,190円(税込)

限定品

■フルーティフィグ スノーシア ボディクリーム
淡雪のようにふんわり軽い、肌どけスノーシア。
ほのかに香るフィグの香りがホリデー気分。
【200ｍL】5,390円(税込) ／ 【125ｍL】4,290円(税込)

限定品

■クラシックシア リップバーム
使いやすいチューブタイプ。
シア*で本気のリップケアを。
＊シア脂（保湿成分）
【12ｍL】1,980円(税込)

限定品

■フルーティフィグ シア リップバーム
唇にシアのリッチなうるおいとフィグのフルーティな
香りをのせて。
【12ｍL】1,980円(税込)

■クラシックシア リッチボディクリーム
贅沢なコクなのにすっと肌になじんで、
うるおいをまとう感覚。
【100ｍL】4,290円(税込)

■クラシックシア ネイルオイル
ブラシでひと塗り、健やかな爪先に。
ネイルのおしゃれが楽しみに。
【7.5ｍL】2,530円(税込)

限定品

限定品

アルビオン ドレッサー
［  タウンフロント 1F  ］

■アルビオン　リンクル＆ホワイトマスク
目もと、口元などを集中パック。
シワ改善・シミ予防が同時に叶う。
【60枚】3,850円（税込）

■イグニスイオ　フラッフマシュマロスキン
すべすべサラサラマシュマロ肌へ
【30ml】2,200円（税込）

■アルビオン　エクサージュモイストバンテージクリーム
しっとりふっくらキメ整う。ぎっしり密、うるおいクリーム。
【30g】6,600円（税込）

■イグニスイオ　もちスキン
もちもちもっちりもち肌へ
【30ml】2,860円（税込）

限定品

エトヴォス
［  タウンフロント 1F  ］

オゥパラディ
［  ステーションマーケット 1F  ］

■クレンジングウォッシュ・洗顔
アルガンオイルとロバミルクを配合した優しい泡で、うるおいのある洗いあがりに。
【150ｍL】2,530円(税込) 

■ミネラルインナートリートメントベース
素肌に溶け込むスキンケアべース
冴えわたる透明感、うるおい溢れるツヤ肌へ
【25mL／SPF31 PA+++】4,950円(税込) 

■オイルインローション・化粧水
アルガンオイルとサボテンオイル、さらにヒマワリオイルとホホバオイルの4つの肌保護オイル
をとじ込めた2層タイプの化粧水。
【125ｍL】2,750円(税込) 

■クリーミィエッセンス・美容液
肌状態により使用量を加減して、適正な油分補給ができる、みずみずしい感触の乳液系美容液。
【80ｍL】3,300円(税込) 

発売中

発売中

発売中

発売中

■ミネラルグロウスキンクッション　ケース
ミネラルグロウスキン用のコンパクトケース。
リフィルを詰め替えてくり返し使えます。
【直径7.6cm×高さ2.1cm】1,100円(税込) 

発売中

■フルーティフィグ スノーシア ハンドクリーム
デザートのスフレみたいなふわふわのシア。
指先からフルーティなフィグの香り。
【150ｍL】3,740円(税込) ／ 【30ｍL】1,540円(税込)

限定品

■クラシックシア ハンドクリーム
定番のハンドクリームがホリデー限定パッケージで登場。
【150ｍL】3,740円(税込) ／ 【30ｍL】1,540円(税込)

限定品

■デュオタッチブラシ
1本でツヤ・カバー力も自由自在。
ブラシとパフ一体型のWエンドツール
【ブラシ直径約1.8cm、パフ直径約2cm】2,200円(税込) 

発売中

■ミネラルラディアントスキンバーム
ナチュラルな光とツヤで立体感
美容成分である植物オイルをたっぷりバームに
閉じ込め、ハイライトに。
【4.8g】4,400円(税込) 

発売中

■ミネラルグロウスキンクッション　リフィル(パフ付)
ハリと弾力をもたらし、みずみずしく、使うほどナチュラルな
ツヤ肌へ導くクッションファンデーション
【全3色（ライト/ナチュラル/オークル）／容量12g/SPF32 PA+++】
5,280円(税込) 

発売中


