


shiseido 
ベネフィーク キャンペーン

18000円以上の
お買い上げで

ワンステップクレンズ
もしくは

ハンドクリーム現品
プレゼント

or

10000円以上の
お買い上げで

体感プレゼント
ベネフィークリュクスで、
リンパマッサージ

ベネフィーク
トライアルセット

4400円のお買い上げで

エステ
プレゼント

リセットクリアと
コットンを
お買い上げで

化粧水ミニボトル18ml
プレゼント
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6月20日〜6月末日まで

３つのお得情報

ワタシプラス
10％還元

VIVEアプリ
3倍ポイント

ベネフィーク
クレド•ポーボーテ
キャンペーン

ワラシプラス10％還元 ＆ VIVEアプリ3倍ポイント

① ③②



SHISEIDO

クレドポーボーテ
ムースネトワイアントAC
140g 6600円 クレドポーボーテ

ゴマージュアフィナン
100g 7150円

ベネフィーク　
リュクス
ホットムースウオッシュ
140g  7150円

ベネフィーク　
クリアフォーム
130g 3300円

ベネフィーク
クリアミルク　
180ml 3300円

dプログラム
エッセンスイン
クレンジングフォーム
120g 2090円

dプログラム
コンデイショニングソープ
100g 1650円

うるおいをまもりながら、
微細な汚れまで取り除き
スキンケアが馴染みやすい肌へ。

厳選された天然由来クレイと
植物由来の吸着テクノロジー
によって余分な皮脂を吸着し、
毛穴の奥の黒ずみやざらつきを
すみずみまで取り除く
スクラブ洗浄料。

温感＆炭酸泡！
温かくきめ細やかなクリーミー泡
が肌を包み込み、ザラつきがちな
肌をほぐすように浄化。しなやか
に洗い上げる
泡状洗顔料。

浄化して、恵みのうるおいを
めぐらせて、くもりのない
芯からクリアな美しさへ。

硬くなりがちな肌を
解きほぐすように、
毛穴やキメの奥にひそむ汚れも
深く浄化。

花粉、チリ、ほこりなどの微粒子
汚れを取り除きます。
健やかな肌に
大切な美肌菌を残し、うるおいを
守ります。

不要な皮脂や汚れをやさしく
取り去り、健康で健やかな肌に
整えます。

ベネフィーク
ドゥース
クレンジングフォーム　
130g 2750円

豊かな泡立ちで、
固くなりがちな肌の汚れや古
い角層を取り除き、
やわらかな素肌へ洗い上げて
くれます。

洗顔とは
毎日行うスキンケアです！！

※



 
 

 

SHISEIDOファンデーション
クレ・ド・ポーボーテ クレ・ド・ポーボーテ クレ・ド・ポーボーテ ベネフィーク

ベネフィーク ベネフィーク ベネフィーク マキアージュ

タンクッションエクラ
ナチュレル

タンフリュイド
エクラマット タンクレームエクラn フォルミングパクト

プリズムパウダリー プリズムリキッド ワンステップBBパクト
ドラマティック
エッセンスリキッド

SPF25・PA＋＋＋¥7700 SPF20・PA＋＋＋¥14300 SPF25・PA＋＋¥14300 SPF35・PA＋＋＋¥7700

SPF25・PA＋＋＋¥4950 SPF30・PA＋＋¥4070 SPF50・PA＋＋＋¥2530 SPF50・PA＋＋＋¥3250

自然でなめらかなツヤ肌に！
24時間うるおう大人のクッションファンデ
テクニックいらずでキレイにつく。
重ねてもムラになりにくい。

 

マットすぎず光をまっとったような肌に！
毛穴レスな肌に。
紫外線・乾燥・酸化から肌を守ってくれる
ファンデーションをつけている間中ずっと
スキンケア効果が続く。

自然でありながら完璧なカバー力と

使い続ける事でエイジングサインを改善。
伸びが良くスキンケアのような使い心地

ツヤのある肌へ！
キュッと引き締まったハリのある肌に！
毛穴・ジワを目立たせない。
シェードカラーでシャープな顔立ちに。

毛穴・凸凹・色ムラをカバーし

パウダーなのに粉っぽさのない
ツルンとした仕上がり。
ブルーライトカット効果あり。

クリアな明るい肌へ！

毛穴・凸凹・色ムラをカバーし

伸びが良くマスクにつきにくい。
ブルーライトカット効果あり。

クリアなツヤのある肌へ！
うるおいのあるクリアなツヤ肌へ！
カサつき・毛穴・凸凹をカバーし

重ねてもムラになりにくい。
均一につく。

毛穴が目立たないツルンとした

マスクをしても崩れにくく
マスクにもつきにくい
簡単キレイ・ムラなくつ

ツヤのある肌へ！

クッション
タイプ リキッド

タイプ

 

クリーム
タイプ

パウダー
タイプ

パウダー
タイプ

リキッド
タイプ

エマルション
タイプ リキッド

タイプ
化粧下地

コンシーラー

ファンデーション

日焼け止め

シェードカラー
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透き通るように輝く上質肌実現パウダー

クレ・ド・ポーボーテ
プードルトランスパラントｎ
2色各￥13,200(税込）
レフィル各￥9,900（税込）

ダイヤモンドの輝きに着目し開発。

繊細なパウダーが肌に溶け込む

トリートメントフェイスパウダー

香り付き薬用頭皮用育毛美容液

夏のゆるみ
解消

化粧崩れ防止の冷感ローション状美容液

ひんやりとしたクールな感触の泡で

毛穴やきめのゆるみが気になる肌も

キュッとひきしめる冷たい泡の美容液

ベネフィークアイスエッセンス０
100ｇ ￥3,850（税込）

なめらかでツルツルした毛穴レス肌実現ゆるみ・たるみ解消のコルセットローション

夏の化粧崩れ
防止

マスクの中も
ツル・サラ

夏のザラツキ
解消

マスクの中も
快適

パーソナルカラー診断

始めました

２０分・￥５５０（税込）

大好評 毛穴エステ

１５分・￥５５０（税込）

ザラツキ・黒ずみに！

つやと透明感のある「愛されオーラ肌」実現

柔らかく自然なつやのある肌に仕上げる

プレストパウダー（粉白粉）

ファンデーションの密着感アップ‼

ベネフィークプレストパウダー（ルミナイジング）
￥5,500（税込） レフィル￥4,180（税込）

肌ダメージが重なりやすい大人のゆるみに

着目。 毛穴やキメを引き締めて

スッキリとした肌印象をキープする化粧水

ベネフィークリュクスファーミングローション
（医薬部外品）

170ｍｌ￥6,600（税込）
レフィル150ｍｌ￥5,610（税込）

毛穴やきめの一つひとつまでも

丁寧に磨き上げる人気の美容液。

特に夏場おすすめの絶品です。

クレ・ド・ポーボーテ
コレクチュールエサンシエルｎ（医薬部外品）

1７０ｍｌ￥9,350（税込）

髪が揺れるたび香りが弾け

スッキリ爽やかな頭皮が続く︕

フレグランスタイプの育毛剤

ベネフィーク
スカルプエッセンス（スパークリングフレグランス）
（医薬部外品） ８５ｇ￥3,080（税込）
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