
製品名 容量 現価格(税抜) 新価格(税抜)
フレグランス
シグネチャー 50mL ¥17,000 ¥18,700

50mL ¥20,000 ¥22,000
プライベート ブレンド 50mL ¥31,500 ¥33,800

50mL ¥42,000 ¥45,000
30mL ¥19,500 ¥21,000
30mL ¥25,500 ¥27,500

プライベート ブレンド ボディ & キャンドル & セット
オール オーバー ボディ スプレィ 114g ¥10,000 ¥10,500
ボディ モイスチャライザー 150mL ¥10,000 ¥10,500
シャワー ジェル 250mL ¥10,000 ¥10,500
ボディ オイル 250mL ¥10,000 ¥10,500
シマリング ボディ オイル 100mL ¥14,000 ¥14,300
シマリング ボディ オイル 45mL ¥6,300 ¥6,600
プライベート ブレンド キャンドル ¥18,000 ¥18,500
プライベート ブレンド ディスカバリー コフレ 1 ¥6,800 ¥7,300
プライベート ブレンド ディスカバリー コフレ 2 ¥12,500 ¥13,600
プライベート ブレンド ディスカバリー コフレ 3 ¥6,800 ¥7,300
メークアップ
リップ (レギュラーサイズ） ¥6,700 ¥7,100
リップ ラッカー リュクス (マット） ¥6,700 ¥7,300
アイ カラー クォード ¥10,500 ¥11,500
クリーム カラー フォー アイズ ¥6,300 ¥6,700
クリーム アンド パウダー アイ カラー ¥7,000 ¥7,700
アイ ディファイニング ペン ¥6,900 ¥7,100
ブロー スカルプター ¥7,800 ¥8,000
ファイバー ブロー ジェル ¥7,000 ¥7,700
アイブロー ラミネーター ¥7,000 ¥7,700
エクストリーム マスカラ ¥6,500 ¥7,000
ウルトラ レングス マスカラ ¥6,200 ¥6,800
エモーションプルーフ アイ プライマー ¥4,600 ¥4,700
トランスルーセント フィニシング パウダー ¥10,000 ¥11,000
シェイド アンド イルミネイト コントゥール デュオ 15g ¥9,400 ¥9,600
シェイド アンド イルミネイト ハイライティング デュオ 12g ¥9,400 ¥9,600
ソレイユ コントゥーリング コンパクト 19g ¥11,700 ¥12,000
シェイド アンド イルミネイト ブラッシュ ¥8,500 ¥9,300
ファンデーション & コンシーラー

 トレースレス タッチ ファンデーション SPF 45 サテンマット クッション コンパクト <リフィル＞ 12g ¥5,900 ¥6,000
 シェイド アンド イルミネイト ファンデーション SPF 45 ソフト ラディアンス クッション コンパクト <リフィル＞ 12g ¥7,500 ¥8,000

シェイド アンド イルミネイト コンシーラー ¥7,000 ¥7,700
スキンケア
トム フォード ピュリファイング クレンジング オイル 200mL ¥9,100 ¥9,300
トム フォード メークアップ リムーバー 150mL ¥5,500 ¥6,000
トム フォード イルミネイティング プライマー   30mL ¥9,300 ¥10,200
トレースレス ソフト マット プライマー 30mL ¥9,300 ¥10,200
トム フォード HE ミスト 95mL ¥8,200 ¥8,700
トム フォード リサーチ クレンジング コンセントレイト 125mL ¥12,200 ¥13,400
トム フォード リサーチ セラム コンセントレイト 20ｍL ¥38,000 ¥41,800
トム フォード リサーチ クリーム コンセントレイト 50ｍL ¥48,000 ¥52,800
トム フォード リサーチ インテンシブ ローション 150ｍL ¥15,000 ¥15,400
トム フォード リサーチ インテンシブ ミルキー ローション 125ｍL ¥20,000 ¥22,000
メークアップ ブラシ
クリーム ファンデーション ブラシ ¥10,000 ¥10,300
シャドウ / コンシーラー ブラシ ¥8,500 ¥8,700
シェイド アンド イルミネイト ブラシ ¥10,000 ¥10,300
ブロンザー ブラシ ¥14,000 ¥14,300
チーク ブラシ ¥11,000 ¥11,300
アイ シャドウ ブラシ ¥8,000 ¥8,200
アイ シャドウ コントゥール ブラシ ¥8,000 ¥8,200
アイ シャドウ ブレンド ブラシ ¥8,000 ¥8,200
スモーキー アイ ブラシ ¥7,000 ¥7,200
アングルド ブロー ブラシ ¥8,000 ¥8,200
シェイド アンド イルミネイト ファンデーション ブラシ 2.5 ¥10,000 ¥10,300
メンズ スキンケア
トム フォード フォー メン コンディショニング ビアード オイル 30mL ¥8,000 ¥8,300
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