
 

 

 

2021 ファセラ オータムキャンペーン 保湿&ハリ  

乾燥する季節でもしっとり潤うお肌を 
初めての方でもトライしやすいファセラ プチキャンペーンをご用意致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャンペーン期間 

2021年   月   日まで 

ファーストアイテム 
ファセラのクレンジングミルクから 

始めてみませんか。 
ファセラ販売個数 No.1 でもあり、クレンジングとい

う枠を超えた贅沢なアイテム。 
スーッとお肌になじんで潤っていく心地よい感覚。 
そしてキメ、透明感、毛穴レス、すべすべ感を体験し

てみてください。 

2 週間～１ヵ月でお肌の変化を実感できます。 
クレンジングミルク(ドゥー・デマキヤン) 200ml/500ml 

メーカー出荷期間 
2021 年 11 月 30 日まで 

(数量限定のため、在庫なくなった場合
は期間中でも出荷終了になります。) 

 

インナードライ肌から脱出して陶器肌へ 
深部から乾ききったお肌を、潤いツヤ肌に変え
られるのが、ファセラ「マッサージ・クリーム」 
100g 入りでたっぷり使えて、ナイトクリームの
ような感触なのに、お肌にやさしく安心価格。 
平均 1カ月連続使用すると、肌奥からうるお

い、つや肌に。 

ご予約もできます。 
サンプル プレゼント付き 

D 保湿パック(ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏｽｸ) 
50ml 6500 円(税込み 7150 円) 
サンプル 2 個 A セット or Bセット 

 

サンプル A ｾｯﾄ 
化粧水＋保湿ﾊﾟｯｸ 

乾燥が進んでいるお肌へ 
水分と油分をすばやく補給する 
パック。 
保湿クリームとして使用できます。 

乾燥☆ 

サンプル B ｾｯﾄ 
ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ＋保湿ﾊﾟｯｸ 

A クレンジングミルク(ﾄﾞｩｰ･ﾃﾞﾏｷﾔﾝ) 

200ml 4800 円(税込 5280 円) 
サンプル 2 個 化粧水&ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏｽｸ 

B クレンジングミルク ラージ 

 500ml  10400 円(税込 11440 円) 
サンプル 3 個 

化粧水&ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏﾏｽｸ&ﾏｯｻｰｼﾞ･ｸﾘｰﾑ 

C 超保湿クリーム(ﾏｯｻｰｼﾞ･ｸﾘｰﾑ) 
100g6000 円(税込み 6600 円) 
サンプル 2 個 A セット or Bセット 

 

乾燥がかなり進んでいるお肌へ 
良質の油分を肌奥までたっぷり補給。 

クリームとして使用できます。 

乾燥☆☆☆ 

乾燥☆☆ 

ファセラのクレンジングミルクを使用している
けど、クリームはこれからという方へ 
陶器肌を目指すには、インナードライ肌を解消するこ
とが近道です。解消アイテムには、油分も含む保湿ク
リームや保湿パックがあります。 
乾燥度 No1 マッサージ・クリーム 

(保湿クリームとしても使用できます) 

乾燥度 No2 モイスチャライジング・マスク 

(パックとしても保湿クリームとしても使用できます) 

乾燥も気になるけど 
ハリ感や栄養もほしい! 

お肌に多くの栄養と油分を補給す
るスイス製ならではのエイジング対
策クリーム(ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ)。 
 アンチエイジングの化粧品に慣れ
ているお肌であれば使用できます。 
 
お肌の弱い方、アンチエイジング化
粧品に慣れていない方は、刺激が
強い場合がありますので、「マッサ
ージ・クリーム」または「モイスチャラ
イジング・マスク」からのご使用をお
勧めします。(目安 3～6 か月位) 
その後、使用できるようになります。 

E 保湿&栄養クリーム 
(ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ) 

30ml 8000 円(税込 8800 円) 
サンプル 2 個 A セット or Bセット 

 

乾燥☆☆ 
ハリと栄養も 
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ファセラ取扱店 

ファセラのローションにもトライ♪ 
インナードライ肌を解消するために、もう一つ
大切なアイテムがローションです。 
お肌の深部から、水分を与えていきます。 

深い部分から水分が蓄えられていきますので、乾

燥しているお肌ほど、はじめは表面までしっとりし

ない場合もあります。 

2～３か月、あきらめずに継続してみてください。 

表面まで、しっとりしてきましたら、インナードライ

が解消されてきたサインです。 

 

潤いだけでなく、デトックス成分も入っているため、

くすみのない、透明感のあるお肌に変わります。 

J 保湿&栄養クリーム&クレンジング 
11,819 円(税込 13,000 円)  8%OFF 

ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ 30ml 8000 円(税込 8800 円) 

ﾄﾞｩｰ･ﾃﾞﾏｷﾔﾝ 200ml 4800 円(税込 5280 円) 
サンプル 2 個 A セット or Bセット 

※クレンジングは化粧水に変更可 

H 超保湿クリーム&クレンジング 
10,364 円(税込 11,400 円) 4%OFF 

ﾏｯｻｰｼﾞ･ｸﾘｰﾑ 100g 6000 円(税込 6600 円) 

ﾄﾞｩｰ･ﾃﾞﾏｷﾔﾝ 200ml 4800 円(税込 5280 円) 
サンプル 2 個 A セット or Bセット 

※クレンジングは化粧水に変更可 

I 保湿パック&クレンジング 
10,728 円(税込 11,800 円) 5%OFF 

ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏｽｸ 50ml 6500 円(税込 7150 円) 

ﾄﾞｩｰ･ﾃﾞﾏｷﾔﾝ 200ml 4800 円(税込 5280 円) 
サンプル 2 個 A セット or Bセット 

※クレンジングは化粧水に変更可 

F 化粧水(ﾛｰｼｮﾝ・ﾄﾞｩｰｽ) 

200ml 4800 円(税込 5280 円) 
サンプル 2 個 

クレンジング&ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏｽｸ 

G 化粧水 ラージ 500ml 

10400 円(税込 11440 円) 
サンプル 3 個 ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ 

&ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏﾏｽｸ&ﾏｯｻｰｼﾞ･ｸﾘｰﾑ 

K フェアネス・エッセンス 100ml 
20,000 円(税込 22000 円) 

クレンジングミルク 200ml 5280円 

現品プレゼントサンプル 2 個 

A セット or B セット 

※クレンジングは化粧水に変更可 

フェアネス・エッセンス 
長い間品切れしているお
詫びに 
ラージサイズにクレンジン
グ現品プレゼント 
(化粧水に変更できます) 

お得な 2 アイテムのセット♪ 
クレンジング(または化粧水)とクリームのお
得なセットです。 

サンプル A ｾｯﾄ 
化粧水＋保湿ﾊﾟｯｸ 

サンプル B ｾｯﾄ 
ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ＋保湿ﾊﾟｯｸ 


