P OP UP SHOP

＠新宿店本館地下2階＝パーク/書籍&プロモーション

2/26 wed～3/3 tue
〈コレス 〉

3/4 wed～10 tue
〈ジュリーク〉

美肌菌
（肌微生物叢/マイクロビオーム）
に着目した洗い流す
フェイスマスクが新発売！期間中フェイスマスクをお買いあげ
の先着50名さまにオリジナル巾着袋を差しあげます。

3/4 wed～10 tue
〈Be〉
（書籍側）

「贈りたい気持ちで選ぶ新しいギフト提案」。友人に、
家族に、会社の仲間に、
それぞれへの想いに合わせ
た、肌と地球にやさしいギフトを選びませんか。

3/11 wed～17 tue
「サステナブル ビューティー
ジャーニー by La CARPE 」

内外美容ケアブランド
〈Be〉
より、有機JAS
認定ハーブを使ったスキンケア＆ヘア・ボデ
ィケアシリーズと、良質なサプリメントシリー
ズの計13アイテムをご紹介いたします。

3/18 wed～24 tue
〈オサジ〉
健やかな肌へと導く
「角質美容コスメ」
〈オサジ〉
がビューティアポセカリーに仲
間入り。2020年春夏の新作を先行発
売いたします。

〈ラキャルプ〉
がセレクトするナチュラルブランド
が集結。
「サステナブル」で「エコロジカル」
なブランドとの出会いの場をご提供します。

3/18 wed～24 tue
〈マリエオーガニクス〉
（書籍側）

3/25 wed～31 tue
〈薬店〉

ブランド大人気のオードパルファンが、持ち
運びしやすいスリムボトルになって再登場。
期間中、11,000円以上お買いあげの方に
オリジナルビューティバッグを差しあげます。

3/25 wed～31 tue
〈パンピューリ〉
（書籍側）
選んで、詰めて、プレゼントして。

「宮廷美容」
をテーマに、本草閣阿膠や
HONZO真珠、希少なマヌカハニー950
＋などのインナーサポートアイテムをご紹
介いたします。

ミニサイズのハンドクリームとミルクバスオ
イル計11種類から、
お好きな製品を詰め
合わせることができる限定企画をご用意
いたします。

※数に限りがございますので、
なくなり次第終了とさせていただきます。

E VENT

INFORM ATION

＠新宿店本館地下2階＝パーク/書籍&プロモーション（書籍側）

サステナブル ビューティー ジャーニー by La CARPE にて、
ブランド創業者などによるスペシャルトークショーを開催。

4/1 wed～7 tue
〈YOSEIDO〉期間限定展開

3/14 sat

3/15 sun

午後0時 〈yUKI Brush〉
メイクアップ・アーティスト yUKI 氏

午後0時 〈eume〉
ダイエット美容家 本島彩帆里氏

午後1時 〈HARMONITY〉代表 長谷川和美氏

午後1時 〈QINUDE〉PR・マーケティング 金城華乃子氏

午後2時 〈福光屋〉健康美事業部 渡邊弓梨乃氏

午後2時 〈DEPLIS〉小林知衣氏

午後3時 〈BHY 蔵美茶 ® 〉代表 尹生花氏

午後3時 〈uruotte〉開発者 笹川直子氏

●

所要時間：各回約30分

●

定員：各回20名さま

●

北欧の伝統から生まれたナチュラルスキンケア
ブランド。水の代わりに保湿・浸透力に優れた白
樺樹液を用いたスキンケアシリーズは、肌の角質
層まですっとなじんでうるおいで包み込みます。

ご予約：2月19日
（水）午前11時より承ります。

右記の二次元コードを読み込んで各イベントページからご予約ください。
※イベントの内容は都合により変更または中止になる場合がございます。

meeco 取扱あり

マークのついている商品は、化粧品オンラインストアmeeco（ミーコ）でもお求めいただけます。

meeco.mistore.jp

meeco

検索

meecoでは、午前10時59分までのご注文は最短当日発送いたします。
また、1回のお買いあげが2,750円以上のご注文は送料無料！
※一部の商品は発売日が店頭と異なる場合がございます。
＊諸般の事情により、予告なく、変更・販売中止になる場合がございます。
＊一部、
お取り扱いのないブランド、商品もございます。
＊商品の一部は、北海道、沖縄、離島へのお届けについて、航空便で
お届けできない場合、
もしくはお届けまでにお日にちをいただく場合がございます。予めご了承ください。
＊商品により、発売日当日に表示されるものがございます。
また、品切れの場合は、画面に表示さ
れない場合がございます。
＊品切れの際はご容赦ください。

プチプラコスメを取り扱う化粧品オンラインストア meeco variety が OPEN いたしました。ぜひご利用ください。

meeco.mistore.jp/variety

2019年11月20日（水）
伊勢丹新宿店 化粧品フロアがグランドオープンいたしました！
化粧品フロアが拡大し、
1階と2階、
そして地下2階の3フロアに！

www.isetan.mistore.jp/shinjuku/feature/beauty.html

MI オンライン取扱あり

マークのついている商品は、

伊勢丹オンラインストアでもお求めいただけます。

www.isetan.co.jp/foods
＊ MI オンライン取扱あり マークの商品は、配送料300円＋税を
頂戴しますが、クール便での発送となる場合は500円＋税
の配送料を頂戴いたします。予めご了承ください。
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NEW ITEM

PAÑPURI

Malie Organics

パンピューリ

マリエオーガニクス

肌をしっとりとうるおしながら、透き通るようなツヤ感を与えるボディケアアイテム。すっき
りとしたシトラスの香りに包まれながら、
ライン使いでさらなる美肌を目指して。
アウェイクン グローゲッター シャワージェル 3,080円 185mL meeco 取扱あり
同 アウェイクン グローゲッター ボディスクラブ 7,480円 200mL meeco 取扱あり
同 アウェイクン グローゲッター ボディローション 4,730円 185mL meeco 取扱あり
同 アウェイクン グローゲッター マッサージボディオイル 7,480円 200mL meeco 取扱あり

MO オードパルファン
ピカケ、プルメリア、マンゴーネクター、
ココナッツバニラ、
コケエ
各6,930円 各50mL アメリカ製

販売中

3月18日
（水）伊勢丹新宿店先行発売

NEOM

gohoubi.

Heaka AVEDA

ネオム

ごほうび。

ヒアカアヴェダ

NEOMオードパルファン DS、
同 BYE、同 MYH
meeco 取扱あり

3月4日
（水）伊勢丹新宿店先行発売

〈アヴェダ〉の「ニュートリプレニッシュ」
シリーズを使
用したスチームトリートメントは、
ダメージの気になる髪
へたっぷりとうるおいを与えます。アウトバストリートメ
ント現品をセットにした限定メニューです。
「ニュートリプレニッシュ」シリーズを使用したスチーム
トリートメントメニュー 11,440円

冷やしてもおいしいアールグレイ、話題のゴールデンミ
ルクに着想を得たスパイシー＆ミルキーなターメリック。
おいしいついでに高栄養のヘンプシードを摂取して。

スチームトリートメント メニュー
ニュートリプレニッシュ リーブイン コンディショナー（200mL/現品）

アールグレイとヘンプシードのグラノーラサブレ、
ターメリックとヘンプシードのスパイスグラノーラサブレ

店舗・期間限定メニュー 3月1日
（日）
～4月30日
（木）

各1,296円 各120g

パークシティ4 2・3階＝ヒアカアヴェダ

3月4日
（水）伊勢丹新宿店限定＆

ご予約：電話 03（5341）4862

生産数量限定発売

サステナブル ビューティー ジャーニー

by La CARPE

「旅をするように美と出会い、
未来の地球を考える」
をテーマにセレクトしたナチュラルブランドが期間限定で集合！

HOLISTIA
Lab

uruotte

DEPLIS

MI オンライン取扱あり

Limited brand

ウルオッテ

デプリス

インディゴや丹波栗を配合した白髪用リタッチヘアマ
スカラ。茶の実オイルやパールエキスが髪にうるおい
とツヤを与えます。精油の香りも心地よい。

ツバメの巣やコラーゲン、
ヒアルロン酸な
ど7種の美容成分を1粒にギュッと詰め
込んだサプリメント。ハリ・うるおいのある
毎日へ。

ホリスティア ラボ

ホリスティックボディケアブランド〈ホリスティア ラボ〉。
植物の恵みたっぷりのボディオイルは、全身をすば
やくうるおし、肌のキメを整えます。たっぷりと精油を
調合した3種の香りをラインナップ。

リタッチヘアマスカラ
（全2色）※写真はインディゴブラック

BEAUTY APOTHECARY NEWS

携帯できるサイズ感のナチュラルパフュームが新登
場。精油を巧みにブレンドした3種の香りを、気分や
シーンに合わせて使い分けてみて。オードパルファン
DSは華やかなイランイランとスパイシーなベチパー
に、芳しいトンカビーンのエッセンスをプラス。穏やか
な気分を誘うあたたかみのある香り。

各8,800円 各30mL

楽園の香りを閉じ込めた大人気のオードパルファンが、持ち運びやすいサイズにリフレッシュ
して再登場。いつでもハワイの南国気分を楽しめます。全5種類からお好みの香りを見つけて。

ボディオイル ZEN 5,280円 75mL

2,750円 10mL

デプリス 27,000円 180粒

※3月11日
（水）
～17日
（火）
の販売となります。

※3月11日
（水）
～17日
（火）
の販売となります。

※3月11日
（水）
～17日
（火）
の販売となります。

