2018.10.6

10.21 日

土

秋の 内 ＆ 外ビューティーフェア

期間中おまとめ買いで 特別 価格に。自由に組み合わせてお楽しみください。

カガエ メンバーズカードご登 録 のお客様限 定〈 その場でご登録いただけます。〉
以上
以上
1 品 ご購入 3 品 ご購入
６品 ご購入

おまとめ数が多いほど お 得 になります

〈 期間中、何度でもご利用いただけます。〉
美 容ドリンク

＊メラニンの生成を抑え
しみ、
そばかすを防ぐ

美白 保 湿 スキンケア
＊

季節の
おすすめ

人気
NO.1

コラーゲン ドリンク
4,536 円（税込）

50mL×10本

12 種の美容成分配合〈保存料無添加 〉

エクストラエッセンス

エクストラクリーム

医薬部外品 28mL ７,３４４円（税込）

医薬部外品 30g ７,７７６円（税込）

透明感に満ちたみずみずしい 潤白 肌へ
＊

艶 ハリのあるはずむ潤白 肌へ
＊

保 湿 スキンケア
季節の
おすすめ

クレンジング オイル
150mL 4,104 円（税込）

フェイシャル ソープ
80ｇ 2,592 円（税込）

クレンジング フォーム
100ｇ 3,4 56 円（税込）

毛穴 汚 れ・メークを落とす

ふん わり泡 でしっとり肌へ

荒れを防いでもっちり肌に

ミルキー ローション
60mL 4,104 円（税込）

エッセンス クリーム
30ｇ 6,696 円（税込）

軽い感 触で水分・油分持続

いつまでもイキイキとした肌へ

エッセンス
6,264 円（税込）

30mL

つややかでハリのある肌 へ

ローション
4,104 円（税込）

120mL

ふっくらみずみずしい素肌に

敏感肌 ケア
SPF25
PA++

マイルド クレンジング リキッド
120mL 2,916 円（税込）
うるおしながらすっきりと

マイルド ローション
120mL 3,4 56 円（税込）

マイルド エマル ジョン
60mL 3,888 円（税込）

マイルド サンスクリーン
60 g 3,888 円（税込）

肌あれを防ぎ健 やかに

肌を守りなめらかに

デリケートな肌をやさしく守る

● 価 格 は 通 常価 格で 表記しております。詳しくは 店舗スタッフまでお尋ねください。 ※他のサービスとの併用はいたしかねます
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以上
以上
1 品 ご購入 3 品 ご購入
６品 ご購入

おまとめ数が多いほど お 得 になります
リップ ケア

高濃度 美容液

ソウハクヒ
エキス

オウゴン オタネニンジン根
エキス
エキス

ハーブ エッセンス

チンピ
エキス

シャクヤク
エキス

各10ｍL 各 1,9 44 〜

ヨクイニン
エキス

トウキ
エキス

リップ クリーム フローラル
3ｇ 1, 512 円（税込）

2,4 84 円（税込）

和 漢 ハーブ美 容 液 で 集中ケア

優しくうるおい、
なめらかに

バ ス ケア

リピート
NO.1

シリコン
フリー

シリコン
フリー

季節の
おすすめ

シリコン
フリー

シャンプー
300mL 2,700 円（税込）

コンディショナー
300mL 2,700 円（税込）

トリートメント
200ｇ 3,132 円（税込）

ボディソープ
300mL 2,160 円（税込）

頭皮をうるおしながら
ディープ クレンジング

和漢 植物がうるおし
しっとりまとまるつや髪へ

ダメージを受けた髪を
スペシャルケア

和漢 植物や精油の力で
輝くボディスキンへ

保ス
湿ケア
ボ ディケア
バ

スムージング ケア

バス ミルク 薬用
医薬部外品
250mL

2, 916 円（税込）

しっとりなめらか
リラクシング バスタイム

ファイブ エレメンツ アロマ

季節の
おすすめ

ボディ ローション
180mL 3,629 円（税込）

マッサージ オイル
100mL 3, 888 円（税込）

ハンド クリーム
45ｇ 2,106 円（税込）

スムージング
ボディジェル
120ｇ 3, 240 円（税込）

各 60ｍL 各 3,240 円（税込）

全身用アロマ美容乳液で
なめらかボディに

女性らしさを磨く
マッサージタイムに

みずみずしくしなやかな
うるおいあふれる手肌に

清涼感と刺激の
ダブル効果ですっきりと

ライフスタイル を豊 かに彩る５つの香りで
ココロもカラダもリフレッシュ

フレッシュコロン

● 価 格 は 通 常価 格で 表記しております。詳しくは 店舗スタッフまでお尋ねください。 ※他のサービスとの併用はいたしかねます
● 日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ. 店はフェア対象外となります。

カガエ カンポウ ブティック
パルコヤ上 野店
名古屋 ゲートタワーモール店
仙台パルコ２店
京 都 河 原 町店

k a g a e . jp

０３-５８４６-３１００
０５２-５８９-３７３７
０２２-２６３-４１９３
０７５-２５６-８５５６

東京 都台東区上野 3 丁目 2 4 番 6 号 パルコヤ 4Ｆ
愛知県名古屋市中村区名駅 1-1- 3 タカシマヤ ゲートタワーモール 6Ｆ
宮城県仙台市青葉区中央三丁目7 番 5 号 仙台パルコ2 2F
京都府京都市中京区河原町通蛸 薬師上ル 奈良屋町 299 番地 1F

