
■12月　W洗顔キャンペーン対象商品 条件…カウンセリング化粧品クレンジング・洗顔(PP含む)

ＪＡＮ メーカー ブランド 商品名 規格
4514254288153 資生堂 ＆フェース リセツトクレンズ
4973167251584 カネボウ DEW クレンジングクリーム １２５ｇ
4973167251607 カネボウ DEW クレンジングオイル １５０ｍｌ
4514254122488 資生堂 ｄプログラム エッセンスインクレンジングオイルＪ ３０ｍｌ
4514254366134 資生堂 ｄプログラム マイルドクレンジングジェル １２５ｇ
4514254977743 資生堂 ｄプログラム エッセンスイン　クレンジングオイル １２０ｍｌ
4514254977750 資生堂 ｄプログラム エッセンスイン　クレンジングウォーター １８０ｍｌ
4987305034847 全薬工業 アルージェ アルージェクレンジングミルクジェル １００ｇ
4901301321268 花王 アルブラン クレンジングジェル ジェル
4901301321640 花王 アルブラン クレンジングオイル オイル
4901301353917 花王 アルブラン クレンジングエッセンスクリーム ２２０ｇ
4935008124952 ニュー・コスメ ウィズアウト クレンジングジェル １８０ｍｌ
4987316092539 佐藤製薬 エクセルーラ クレンジングオイルＥＸ １２０ｍｌ
4987316092928 佐藤製薬 エクセルーラ クレンジング＆マッサージ １２０ｇ
4987316094120 佐藤製薬 エクセルーラ クレンジング＆マッサージ ３０ｇ
4901872161867 資生堂 エリクシール リフティングメークオフＥＸ クリーム
4901872161874 資生堂 エリクシール リフティングメークオフＥＸ ジェル
4909978123345 資生堂 エリクシールアドバンスド クリアホットクレンジングＡＤ １８０ｍｌ
4909978123352 資生堂 エリクシールアドバンスド クリアホットクレンジング　レフィル １６０ｍｌ
4901872169207 資生堂 エリクシールシュペリエル メーククレンジングオイル　Ｎ
4901872169214 資生堂 エリクシールシュペリエル メーククレンジングクリーム　Ｎ
4901872169221 資生堂 エリクシールシュペリエル メーククレンジングジェル　Ｎ
4901872169399 資生堂 エリクシールシュペリエル メーククレンジングジエル　Ｎ　Ｊ Ｊサイズ
4901872646500 資生堂 エリクシールホワイト メーククリアオイル
4901872646517 資生堂 エリクシールホワイト メーククリアジェルクリーム
4973167100127 カネボウ スイサイ プレミオリティクレンジングクリーム １３０ｇ
4973167823897 カネボウ スイサイ ジェリークレンジング ２４０ｇ
4973167823934 カネボウ スイサイ シェイククレンジング ２００ｍｌ
4901301352729 花王 ソフィーナ 美容液メイク落とし　洗顔もできる泡 １５０ｍｌ
4901301352743 花王 ソフィーナ 美容液メイク落とし　ジェル １５５ｇ
4901301352750 花王 ソフィーナ 美容液メイク落とし　クリーム ２００ｇ
4901301360021 花王 ソフィーナ 美容液メイク落とし　オイル ２００ｍｌ
4571133879406 プロダクトイノベーション ドクターイノベール クレンジングオイル １２０ｍｌ
4571133879543 プロダクトイノベーション ドクターイノベール クレンジングジェル １２０ｍｌ
4973167930564 カネボウ フリープラス オイルセラムクレンジング １００ｍｌ
4901872965304 資生堂 プリオール エステ洗顔ジェル １４０ｇ
4971710231038 コーセー 雪肌精 クレンジングクリーム
4971710262049 コーセー 雪肌精 トリートメントクレンジングオイル
4971710287875 コーセー 雪肌精クリアウェルネス クレンジングジェル １４０ｇ
4971710517781 コーセー 雪肌精クリアウェルネス シェーキングオイル 170ｇ
4987316091440 佐藤製薬 ユリアージュ クレンジングミルク ２５０ｍｌ
4987316092744 佐藤製薬 ユリアージュ サーマルクレンジングウォーター ２５０ｍｌ
4987316092751 佐藤製薬 ユリアージュ サーマルクレンジングウォーター脂性肌 ２５０ｍｌ
4987316092768 佐藤製薬 ユリアージュ サーマルクレンジングウォーター敏感肌 ２５０ｍｌ
3337872410338 ロレアル ラロッシュポゼ クレンジングウォーター ２００ｍＬ
3337872419775 ロレアル ラロッシュポゼ ミセラークレンジングジェル １９５ｍＬ
3433422401907 ロレアル ラロッシュポゼ ポイントメイクアップリムーバー １２５ｍＬ
4571263110974 レバンテ リッツ リバイバルリッチウォッシュ １５０ｇ
4971710273656 コーセー ルシェリ オイルインクレンジング ジェル
4971710281675 コーセー ルシェリ 酵素クレンジング オイル

クレンジング



ＪＡＮ メーカー ブランド 商品名 規格
4514254288160 資生堂 ＆フェース リリースウォッシュ １２５ｇ
4973167251614 カネボウ DEW ＤＥＷ　クリームソープ １２５ｇ
4973167822449 カネボウ DEW クリアクレイフォンデュ ９０ｇ
4973167822456 カネボウ DEW クリアクレイフォンデュ（レフィル） ９０ｇ
4514254977767 資生堂 ｄプログラム エッセンスイン　クレンジングフォーム １２０ｇ
4514254977910 資生堂 ｄプログラム エッセンスイン　クレンジングフォーム ２０ｇ
4964259021314 資生堂 アベンヌ リッチウオッシュバー １００Ｇ
4964259034147 資生堂 アベンヌ クリナンスクレンジングフォーム １２８ｇ
4964259095919 資生堂 アベンヌ ジェントルクレンジング ミルク
4964259267293 資生堂 アベンヌ スキンバランスフォーム
4987305034939 全薬工業 アルージェ モイスチャークリアソープ ６０ｇ
4987305035035 全薬工業 アルージェ モイスチャーフォーム １００ｍｌ
4987305035042 全薬工業 アルージェ モイスチャーフォーム ２００ｍｌ
4901301321275 花王 アルブラン ウォッシングリキッド リキッド
4901301353047 花王 アルブラン ウォッシングソープケース付き ケース付き
4901301353054 花王 アルブラン ウォッシングソープ ９０ｇ
4935008124969 ニュー・コスメ ウィズアウト ウィズアウト　クレイウォッシュ＆パック ２２０ｇ
4987316092461 佐藤製薬 エクセルーラ エクストラリッチクレンジングフォーム １２０ｇ
4987316092546 佐藤製薬 エクセルーラ モイスチュアソープＥＸ ８０ｇ
4901872161898 資生堂 エリクシール リフティングフォームＥＸ Ⅰ
4901872161904 資生堂 エリクシール リフティングフォームＥＸ Ⅱ
4901872169238 資生堂 エリクシールシュペリエル メーククレンジングローションＮ
4901872169245 資生堂 エリクシールシュペリエル クレンジングフォームＮ １
4901872169252 資生堂 エリクシールシュペリエル クレンジングフォームＮ ２
4901872169269 資生堂 エリクシールシュペリエル クレンジングムース　Ｎ
4901872169405 資生堂 エリクシールシュペリエル クレンジングフオーム　２　Ｎ　Ｊ Ｊサイズ
4901872646524 資生堂 エリクシールホワイト ＥＩＷ　クレンジングソープ
4901872646531 資生堂 エリクシールホワイト ＥＩＷ　クレンジングフォーム
4901872646661 資生堂 エリクシールホワイト ＥＩＷクレンジングフオーム（Ｊ） Ｊサイズ
4901872068371 資生堂 エリクシールルフレ バランシング　バブル １６５ｇ
4909978989347 資生堂 エリクシールシュペリエル モイストクレンズ １４０ｍｌ
4909978997373 資生堂 エリクシールシュペリエル スムースジェルウォッシュ １０５ｇ
4973167823859 カネボウ スイサイ ビューティークリアパウダーウォッシュＮ 32個入り
4973167823910 カネボウ スイサイ ビューティークリアパウダーウォッシュＮ 15個入り
4973167823873 カネボウ スイサイ ビューティクリア　ミクロウォッシュ １３０ｇ
4973167132074 カネボウ スイサイ プレミオリティクリアソープＮ
4973167185315 カネボウ スイサイ スイサイ　クリームソープ １２５ｇ
4901301352736 花王 ソフィーナ 美容液洗顔料　リキッド １５０ｍｌ
4901301360007 花王 ソフィーナ 美容液洗顔料　クッション泡 １２０ｇ
4901301388599 花王 ソフィーナiP リニュームースウォッシュ本体 ２００ｇ
4901301388605 花王 ソフィーナiP リニュームースウォッシュレフィル ２００ｇ
4571133879437 プロダクトイノベーション ドクターイノベール イノベール　クリアフォーム １２０ｇ
4571133879529 プロダクトイノベーション ドクターイノベール イノベール　クリアソープ １００ｇ
4973167154168 カネボウ フリープラス フリープラスマイルドモイスチャーソープ
4973167158418 カネボウ フリープラス マイルドクリ－ムクレンザ－Ａ
4973167158425 カネボウ フリープラス マイルドソ－プＡ
4973167158432 カネボウ フリープラス フラツトクリアソ－プＡ
4901872034925 資生堂 プリオール ＰＲオールクリア石鹸 １００ｇ
4901301239686 花王 ボーテ ボーテ　泡マッサージ １７０ｇ
4901301250582 花王 ボーテ ボーテ　泡マッサージ つけかえ２３０ｇ
4971710200331 コーセー 雪肌精 ホワイトパウダーウォッシュ
4971710251616 コーセー 雪肌精 化粧水仕立てせっけん
4971710255898 コーセー 雪肌精 化粧水仕立てせっけんケース付
4971710262131 コーセー 雪肌精 ホワイトクリームウォッシュ
4971710287882 コーセー 雪肌精クリアウェルネス ジェントルウォッシュ １６０ｍＬ
4971710287905 コーセー 雪肌精クリアウェルネス フェイシャルソープ １００ｇ
4971710287912 コーセー 雪肌精クリアウェルネス ミルククレンザー １４０ｇ
4971710517774 コーセー 雪肌精クリアウェルネス パウダーウォッシュ Ｄ・Ｔ
4987316091525 佐藤製薬 ユリアージュ クリーミィフォーム ２００ｍｌ
3337875765640 ロレアル ラロッシュポゼ トレリアン　ジェルクレンザー １００ｍｌ
3433422404366 ロレアル ラロッシュポゼ エファクラ　フォーミングクレンザー １２５ｍＬ
3433422405332 ロレアル ラロッシュポゼ トレリアン　フォーミングクレンザー １２５ｍＬ
4971710273663 コーセー ルシェリ 洗顔パウダー
4971710273670 コーセー ルシェリ クリームウォッシュ

洗顔


