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ヴァンドーム青山から、控えめなカープが上品なエンゲージ

リングとマリッジリングの2014年 イヤーセットが登場 !エン

ゲージリングにぴったり寄り添うように重ねられるマリッジ

リングは、男性用のマリッジリングとリンクする優しいフォル

ムが印象的なデザイン。☆2014 Year Set¥315,000
～¥483,000※2014/12/31(水 )ま での期間限定セット価格。

Oヴァンドームヤマダ 壺03-3470-4061
http:〃vendome―bnda ip

カントリーログハウス「カクタス」では、2014年 2月 末日ま

での、期間限定で登場1大 きな土間にドン|と 置かれた

キッチンを中心に、食事を楽しんだり、読書をしながらまど

ろんだり と、思い思いに時間を楽しむ。ラフで気取らな
い多目的空間“カンティーン"の コンセプトに合わせて、カ

ラーリングや素材にこだわりました。詳しくは、全国41ヵ

所にある展示場へ。

③総合展示場「BESSス クエア」 http:〃www bessip
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資生堂ワタシプラスでは、「冬プラスIキ ャンペーン」を

2014/1/20(月 )ま で実施中!キャンペーン対象店

で条件に応じた購入&Web申込で各種ポイントをプレゼ

ント|ま た、Webで は美容液サンプリングや、現品モニ

ター、冬の肌悩みを相談できるWebBCカ ウンセリングな

ど、さまざまな形で冬のキレイを応援します。詳しくは、
Webサイトまで。★「冬プラス」で検索 !

Θ http:〃 WWW shiseido co ip/wp/Cp

ハミルトン「アードモア」に
日本限定復刻モデルが登場 !

クラシック・デザイン ウォッチのパイオニアとして愛さ

れ続けてきた「アードモア」から、クラシックなローマンイ

ンデックスタイプのモデルが日本限定で復活!イ ンデッ

クスにオーセンティンクなローマン数字を使用し、ストラッ

プにネイビーカラーをコーディネートした、知的でシックに

仕上げられています。★¥59,850※ 日本限定500本。

③ハミルトン/スウォンチグループジャバン

摯03-6254-7371

大人のライフスタイルを楽しむ「COLLAGE」 が
12/1(日 )ア トレ上野にオープン!

知的で遊 び心がわかる総 ての女性 に向けたセレクト

ショップ COLLAGEで は、ア トレ上野店のオープンを

記念 して、¥15,750(税 込)以上購入された方 に先着

で、オリジナルプリント柄 ミラーをプレゼント中 !ま た、

12/1(日 )よ り限定ワンピースも発売中です。

Θコラージュアトレ上野店 803-5826-5758
http://www ga‖ ardagalan“ com/coHage/

スクロスから、
徹底保湿「トライアルセット」新発売!

スクロスは、肌本来のうるおいを落としすぎない洗顔のあ

とに、水分をしっかり閉じ込める・保湿“にこだわった徹底

保湿スキンケアライン。すざく路から、艶肌が実感できる

「トライアルセット」(約 10日分)を 10名様にプレゼント。
★〒601-8391京都府京都市南区吉祥院大河原町5

(株)すぎく路「スクロス トライアルセットJプレゼントCLASSY係
2014/1/28(火 )消 印有効

⑤ (株 )す ざく路 htt,〃 www suzaku‐ mにh com/

瞼妙鯰藝憂芽業,ビ盪孤1磐建hり_I里 質uゴ Z'Iリ
ナチュラル&フェミニンをコンセプトに、大人の女性に向

けてデイリー使 いできるアイテムを取 り揃えたブランド

「WA ORienttt TRaflc」 がスタート1ベーシックなデザ

インをメインに、女性らしい高めのヒールや歩きやすいフ

ラットヒールを展開します。12/20(金 )にはイオン幕張

新都心・表参道・下北沢北回の3店舗がオープン!

Θダブリレエー 函 0120-575-393
http/た o wa」 p COm/wa
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最新ダイエット・テクノロジーで威力倍増
過去最高の「ゼナドリン」をプレゼント!

燃焼系ダイエット・サプリメントの「ゼナドリン」が、更に

進化し日本上陸!「 ゼナドリンエクストリーム」の日本で

の販売を記念 して、5名様 にプレゼント!

★〒661-0012兵庫県尼崎市南塚口町3-12-10

(株)OGB NTERNAT10NAL「 ゼナドリンエクストリームJブレゼ

ントOLASSY係  2014/1/28(火 ))肖 印有効。

③ (ホ朱)OGB INTERNAT10NAL
面 0120-32-4141 http:〃 xenadttnelp com

炊 里 野 等 星 1■ ::11__
渋谷で誕生した、“食"に まつわるおいしいものばかりを取

り揃えた・街のおいしい本屋さ″'「 C00KC00P」 が紀

尾井町へ移転し、キッチンスタジオを併設し装いも新たに

リニューアルオープン1店 内には、世界各国のレシピ本や

スタイルブックとともに、キッチン雑貨やテーブルウェア、

こだわりのお菓子や食品などを取り揃えています。

O C00KC00P B00K 奮03-3264-3230
http:〃www cookcOop cOm

ポーラでは、顔の動きによって生まれる表情圧と、表情圧
によって現れるサインに着目した美容液「サインズショッ

ト」を新発売|ピンとしたハリ感と弾力感を与え、肌表面
にストレッチフィットベールをつくりながら、美容成分 (保

湿成分)が肌のすみずみまで浸透。らヽっくらとした肌質感
へ導きます。☆サインズショット20g¥10,500 2014
/1/10(金 )よ り新発売。

Θポーラお客さま相談室 面 0120-117111

蜀 y笠避鎮111_,■二l菫
ディオールから、毛穴・くすみ・赤み・深まるサイディオールから、毛穴・くすみ・赤み・深まるサインなど、

気になる素肌の悩みや不安にllLむ 、トータル ビューティ

ケアが新登場 !つ けてすぐに、肌表面の気になる、毛穴

くすみ 。赤みなどを補正。エイジングケア成分で肌内部の

根源から立て直すように働きかけ、洗練された輝き溢れる

素月几を口十えます ★カプチュール トータル ドリームスキン

30mL¥12,600 2014/1/1(水 )よ り新発売。

Θパルファン・クリスチャン ディオール 803-3239-0618

“絆"を感じるハートフル・ジュエリー
「ホイッスルベンダント」に新作が登場 !

輝くジュエリーに優しさ、使いやすさをプラスしたアイテムゞ X
気のblou cOnciergeか ら、いざという時、役に立つホイッス

ル機能を付けた「ホイッスルベンダント」の新作を発売中|

オプションで誕生石のセレクトや名入れによる、自分だけの

カスタマイズも可能。大切な人との絆を深められるギフトとし

てもオススメです。取り寄せによる商品のお試しも可能。

⑪ (株)ビジュコンシェルジュ 函 0120-68-0432
http:〃bttou COn ip

ブルックスブラザーズ
限定「チヤリティベア」発売中1

アイビールックの伝説的ブランド、カレックスプラザーズ

から、「チャリティベア」が発売中|この「チャリティベア」

は、ブルックスプラザーズ定番のポロシャツを着用した

限定モデル。売り上げの一部を「あしなが育英会」に寄付

します。★「チャリティベア」ボーイ・ガール各¥2940
ΘブリレックスブラザーズHP

http:〃www brooksbrothers co jp

車専用消臭芳香斉J「 ファプリーズ クルマ イージークリッ

プ」から、「イオンアクア タバコ用」が登場 lエ アコンの

送風口にセットするだけで、車内のイヤなニオイをしっかり

消臭、さらにアクアの香りで快適空間に |

★新発売のタバコ用と人気の香り2種類をセットで6名 様にプレゼン

ト1〒 534-8799 日本郵便 (株)都 島支店留

P&G「ファプリーズイージークリップタバコ用」プレゼント
CLASSY係  2014/1/28(火 ),肖印有効。

※個人情報の取り扱いにはP&Gの HPへ。

OP&Gお客さま相談室 80120-021321
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プレゼントの応募方法は、官製はがきに必要事項 (郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号)を 明記の上、それぞれの宛先にご― くモ
=“

.

応募者多数の場合は抽選で。当選者の発表は商品の発送をもつて
'え

させて頂きます。各メーカーは、集められた個人情報を景品発送に■み壊員 _==

◆このページは光文社広告部が制作しております。問い合わせ先 〒¬2-8011東 京都文京区音羽 1-16-6 803(5395)81aド 8124
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