
営業時間：10:00 ～ 19:00
　（エステ受付 10:30 ～ 18:00）

10/20 3110/ 月木

スパークリング
           パックエステ10/18

NEW

濃密うるおいエステ
１回分使用

NEW

炭酸パックで

 シュワ パチ !!
2

2

炭酸ガスの効果で一気に
 明るさ と ハリ を実感できる
いちおしのエステです♡

万能ドリップ“ミュラ”配合の濃密化粧水で
パーソナルなお手入れ体験しませんか！

マルチアンチエイジング

　　　発酵化粧水 !!
/￥1,650分20

15　　 ハーフ体験分/

ロハ ウ イ ク ー ポン
ン

ご利用ください♡

お買物5500円（税込）以上でご利用頂ける金券が２枚ご利用いただけます !!
▼

金券２枚ご利用頂いた方には!!

期間中、化粧品を 5500　　円以上ご購入毎に同封の金券を 1枚ご利用
いただけます。11000　     円以上なら 2枚ご利用いただけます！
ぜひ金券２枚使ってスウィーツ１００円券もゲットしちゃいましょう♬
　　　　　　　　　　　　　　　金土日はシュークリームが１００円

（税込）
（税込）

朝来市プレミアム付商品券

VIVEハロウィンイベント
ネイルやメイク、お菓子などを用意して
　　　　　　　　　　　待ってま～す♬
　お子様やお友達と一緒に来てね♡

10/29　（土）

※詳しくはチラシを見てね♬

♥　　月の　　　　　 オリジナルエステ♥10 VIVE

スキコン･フローラドリップ

スキンコンディショナー
165ml ￥5500
330ml ￥9350

（税込）
（税込）

フローラドリップ
 80ml ￥7700
160ml ￥14300

（税込）
（税込）

▶
ビビッドチューナー YR/HK/KM
各 40ml ￥5500（税込）

ビビッドチューナーキャンペーン
　 　　　　　キットプレゼント！
ビビッドチューナーキャンペーン
　 　　　　　キットプレゼント！

＜セット内容＞
・フラルネ フルリファインミルク EM 18g
・フラルネ ハイドロボム 18ml
・フェイシャルコットン L 12 枚

YR

HK

KM

肌性格 んか！みなさんの肌性格をチェックしませんか！
スキコンマスク 1 枚
　 　　プレゼント！
スキコンマスク 1 枚
　 　　プレゼント！

秋冬の定番化粧水スキコン・フローラドリップいずれかを
ご購入の方に、『スキコンマスク 1枚』プレゼント！

NEWフラルネ美容液
　　キャンペーン

NEWフラルネ美容液
　　キャンペーン

▶

新発売のフラルネ美容液ビビッドチューナーいずれかを
ご購入の方に、『フラルネスキンケアキット』プレゼント！

VIVEの公式SNS

LINE でエステや商品のご予約お待ちしております

♥ ♥

♥

♥

♥♥

♥

♥キャンペーン

♥

♥

（税込）
30g ￥1760
80g ￥4180

（税込）

イグニスイオ
ビタフルピューレ

フレッシュで甘酸っぱいシトラスアップルの香り♡

５つのフルーツエキスイン

10/18
NEW GIFT  WRAPPING

＃ギフトラッピング

　 大切なあの人や、大好きな友達へ。
イグニス  イオは、ギフトにもおすすめ。

InstagramLINE

不二家のスウィーツ１００円引券プレゼント！
♥！さらに 

ALBION ✖ SALONDE COSME VIVE  HALLOWEEN VIVE 
 

2022.10月29日(土)   10時〜17時

2日間だけの楽しいハロウィンイベント

運試し！ガチャでサンプルプレゼント

“肌性格診断”してキレイになれる嬉しいサンプルGETしよう！！

肌性格診断 
今まで知らなかった

あなたの肌個性や肌タイプを
知ることで最短の美しくなれる
組み合わせをご提案♡

5分　無料

ALBION  ELEGANNCE  IGNIS io
♡秋ファンデーション♡人気のスキンケア(美容液)♡シャンプー＆トリートメントなどのサンプル当たります♡
お1家族様　1回限り ハロウィンメイク体験
肌性格美肌エステ

眉スタイリング10分/550円(税込)

15分/660円(税込)

体験された方にキャンディプレゼント
今まで知らなかった

あなたの肌性格に合わせた
あなただけの美肌エステ♡

お子様大集合！メイクやネイル楽しんでね♡♡

眉毛でお悩みの方は是非♡
描き方や似合う眉の提案いたします

お気軽にお越しください

10分/550円(税込)
体験された方に
スキンケアサンプル

プレゼント

おしゃれ美容男子もお待ちしてまーす ♪♪

♥　　月の　　　　　 オリジナルエステ♥10 VIVE

キャッシュレスも対応しております

キャンペーン
♡ダブルキーセラムご購入特典♡

ラディアンスリニュー セレクション R/ER
各13200 円（税込）

ラディアンスリニュー セレクション R/ER
各13200 円（税込）

別紙にて美容情報・新商品のご案内10･11 月号をご覧ください︕

「各種クレカ」

「電子マネー」

「QRコード」

※上記以外にも対応していますのでお支払い時にご確認ください

わずかですので　お早めに！

１０月末まで

￥16,500（税込）￥16,500（税込）

11 月の限定商品 & キャンペーンのご予約受付中11 月の限定商品 & キャンペーンのご予約受付中

　　ラ プードルシリーズご購入でプレミアムメイクボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼント♡

1１/1
スタート

￥9900 ～
　プレゼント

11/18
限定発売 エクラフチュール限定キットエクラフチュール限定キット

￥15400（税込）

なかなか治らない肌あれ･乾燥･毛穴トラブルには
　　　導入美容液エクラフチュールで改善！

大好評♡

クリスマスコフレ予約殺到中‼

11/18
限定発売

エレガンスコフレ タンタシオン
￥8250（税込）

NEW

  　　　　　4 回分 11000 円の

ゴマージュマッサージ＆スフレパック
　　　　1 回分プレゼント !

  　　　　　4 回分 11000 円の

ゴマージュマッサージ＆スフレパック
　　　　1 回分プレゼント !

再入荷いたしまし
た

あさごＰａｙ♥

♥

ご利用できます

超オトク





ALBION ✖ SALONDE COSME VIVE 

 HALLOWEEN VIVE 
 

2022.10月29日(土)   10時〜17時

2日間だけの楽しいハロウィンイベント

運試し！ガチャでサンプルプレゼント
“肌性格診断”してキレイになれる嬉しいサンプルGETしよう！！

肌性格診断 

今まで知らなかった
あなたの肌個性や肌タイプを
知ることで最短の美しくなれる
組み合わせをご提案♡

5分　無料

ALBION��ELEGANNCE��IGNIS�io

♡秋ファンデーション

♡⼈気のスキンケア(美容液)

♡シャンプー＆トリートメント

などのサンプル当たります♡
お1家族様 1回限り�

ハロウィンメイク体験 肌性格美肌エステ 眉スタイリング
10分/550円(税込)15分/660円(税込)

体験された方に
キャンディプレゼント

今まで知らなかった
あなたの肌性格に合わせた
あなただけの美肌エステ♡

お子様大集合！
メイクやネイル
楽しんでね♡♡

眉毛でお悩みの方は是非♡
描き方や似合う眉の提案いたします

お気軽にお越しください

10分/550円(税込)
体験された方に

スキンケアサンプル

プレゼント

おしゃれ美容男子もお待ちしてまーす ♪♪







10月18日（火）発売

10月18日（火）発売

10.18tue.DEBUT♥

フラルネ
ネバーベタークリーム
30g　6,600 円（税込）

一時的な乾燥によるくすみや乾きに。
充実の手応え、いきいきとした肌へ。

炭酸発泡※で心地よく。
ハリ満ちて、美しさがクリアにめざめる。

ふっくらやわらか、ほんのり色づく。
まるでうまれたてのような唇へ。

アンフィネス
インテンシブ スパークリング パック

６回分　7,700 円（税込）
【セット内容】

１剤（エッセンス）　25g×６個／２剤（パウダー）　1.0g×６個
※発泡剤 ( クエン酸・炭酸水素 Na) 由来

フラルネ
リップバー

〈リップトリートメント〉
3.0g　2,750 円（税込）

イグニス
ビタフル ピューレ

〈美容液〉
80g　4,180 円（税込）　　30g　1,760 円（税込）

エレガンス ラズル
アイカラー

新５色　各 2,310 円（税込）

トライアルにも
短期集中ケアにも
おすすめの

スモールサイズ♥

スハダがゴキゲンなときも、ちょっぴりワガママなときも !
いつでもたのしいミカタ☆  My ビタフル ピューレ

フレッシュで甘酸っぱい
シトラスアップルの香り

エレガンス ラズル
エナメルラッカー

新５色　各 1,320 円（税込）

10.18tue.DEBUT!

New Color

New Color エレガンス ラズル
マスカラ＆アイブロウ

限定４色　各 2,310 円（税込）

Limited Color

※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

キ ャ ン ペ ー ン 、 限 定 品 は す べ て な く な り 次 第 終 了 で す 。 ど う ぞ お 早 め に ！

新 商 品 ・ キ ャ ン ペ ー ン102 0 2 2 .



キ ャ ン ペ ー ン 、 限 定 品 は す べ て な く な り 次 第 終 了 で す 。 ど う ぞ お 早 め に ！

新 商 品 ・ キ ャ ン ペ ー ン112 0 2 2 .



エクシア
ミルクリファイナー
<ふきとり用乳液>

150ml ¥6050(税込)

こっくりハリ艶クリームうるおい凝縮ローション

NEW
細胞の

エネルギーを生む

エネルギーエネルギーエネルギー
生成促進生成促進生成促進

・脂肪幹細胞はダメージや
傷を負った細胞を助けて補う

・加齢と共に減少する
脂肪肝細胞の増殖と促進を促す

エクシア
ラディアンスリニュー

リッチミルク/エクストラリッチミルク
200g ¥13200(税込)

エクシア
リプラントクリーム
30g ¥22000(税込)

[レフィル:¥21450(税込)]

エクシア
リペアインテンス アイクリーム
<シワ改善クリーム(目もと用)>

15g ¥19800(税込)

年齢を感じさせない
部分用アイクリーム

美　の　新　生
その美しさが進化しつづける。

脂肪肝細胞に着目した
細胞レベルで肌をケア

香調:フローラルウッディムスキー

ベルガモット カルダモン ミュゲ イランイラン セダーウッド パチョリ

超活性超活性超活性
美肌再生注射美肌再生注射美肌再生注射

NEW
肌のにごりや
ハリ低下の原因

糖化ダメージ糖化ダメージ糖化ダメージ
抑制抑制抑制

NEW
細胞を傷つけ

ダメージを与える

活性酸素活性酸素活性酸素
除去除去除去

NEW
加齢や紫外線で
傷ついた細胞を

根本修復根本修復根本修復

４つの美肌酵素を新配合した
『超活性美容液』で新感覚の肌へ

エクシア
ダブルキー　アドバンスセラム

<美容液>
40ml ¥16500(税込)

美肌を叶えるラディアンスリニューライン

エクシア
クレンジングクリーム

150g ¥6600(税込)

上質 生クリーム
クレンジング

極上シルク肌ソープ 濃密、濃厚、豊潤ミルク

エクシア
ラディアンスリニュー ローション

200ml ¥13200(税込)

更なる美肌を叶える逸品

コウスイハッカ タチジャコウソウ ヤグルマギク カワラヨモギ ヤマヨモギ

５種の厳選植物と独自発酵成分『ミュラ』が
１人１人のなりたいキレイを叶える

スタッフ愛用 & リピート NO.１商品

10/31 まで10/31 まで10/31 まで
エクシアスタンプラリー開催エクシアスタンプラリー開催エクシアスタンプラリー開催

※フローラドリップも対象
詳しくは店頭スタッフまで

培養上清 美肌酵素
NEW



エフフォーリア
クリーム

しわとり小顔バームクリーム！！
表情筋をほぐし、未体験の肌の柔らかさ♩

モイスト　
プレミアムソープ

10月　IGNISLETTER 

月桃葉 葛根 桑黄 桃仁

シアバター配合で
かさつく肌も修復
ぷりんと上向く↑
ハリ肌速攻実感♫

エフフォーリア
ミルク

エフフォーリア
ローション

高浸透ヒノキ水で
くすみ、むくみをオフ✴ 

抜群の肌の明るさ、
ツヤツヤ水光肌が叶う♡

ミツロウベースでしっとり、
お水をたっぷり含んだクリームで

肌の赤みも改善♫

11000円 11000円

13200円

MOIST LINE
EFFORIA ITEMS

美肌作りの第一歩♡
秋冬のいたわりCLEANSING＆SOAP ITEM

モイスト
クレンジングオイル

モイスト
クレンジングクリーム

モイスト
　プレミアムクレンジングクリーム

モイストソープ
モイスト

ウオッシュクリーム

保湿もしながら
つるりんすべすべ✳ 

5種の植物オイルで
沢トリートメント

米ぬかクリームで
優しくしっとり肌磨き♩

肌のごわつき、かさつき解消
一日の疲れまでもオフ

ミツロウ配合しっとり
クリーミーふわふわ泡

たっぷり泡で毛穴汚れすっきり！
キメも修復なめらか肌☆

朝洗顔にオススメ♩
クリームで洗う心地よさ
泡立ていらずの洗顔料！

カミツレエキスで肌荒れ防止☆

洗うだけで肌免疫アップ↑
ローヤルゼリーエキス高配合
驚きのとろとろ潤い泡‼ 

3850円 3850円

5500円

4950円

3300円 3300円

『漢方のスキンケア　エフフォーリア』が登場
秋冬リラックススキンケアはいかがでしょうか

毛細血管強化
(肌を健康に！)
リンパ管再生

(老廃物排出！)

女性ホルモン補給
(肌全体の機能アップ！)

細胞強力活性
(ダメージを受けない強い肌に！)

 
極上濃厚とろけるクリーム♡
エイジングケアもできる
ハリ肌作るクレンジング

クレンジング

人気NO①

マッサージしたような後肌に

洗顔料
人気NO①

担当
一言MEMO

『クレンジングで肌が変わる』
と、言われる程、

重要なクレンジング！
普段使い用、たまに使う用など

複数使いがオススメ♡

担当
一言MEMO

 
寒くなる季節☆

朝はクリームタイプの洗顔だと
時短ケアにもなってモチモチ肌に♩

メイクノリもアップ↑↑
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