
この期間も白ねこLINEで
ご予約いただければ、エステ・
お買物の対応いたします。

白ねこ通信
s h i r o n e k o  t s u s h i n
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ゆうメール

料金後納

あけましておめでとうございます！白ねこ化粧品店の
新居です。
皆さま方にはいつも大変お世話になっております。
昨年に引き続き本年もご愛顧を賜りますよう、お願い
申し上げます。
2021年新年号の冒頭を書くにあたり、前の年はなんて
書いてたかな～とのぞいてみると、「旅行好きの新居は
今年もジャンジャン出かけちゃいま～す」なんてのんき
に書いていました。コロナ、コロナで大変な一年になる
ともつゆ知らず…(;^_^A
まさか夏冬問わずマスクをつけるとか、食事中に話し
をしてはいけないとか、しょっちゅう手や空間を除菌
するとか、一年前にはとうてい考えられなかったことが
常識になってしまいましたね。
もうちょっとするとワクチンの接種も始まるようですの
で、コロナが早く収まり2021年こそは楽しく健康で過ご
せるよう願っています。白ねこは気分だけでも一足早く
元気にスタートを切りま～す♪(もちろん感染防止対策
は引き続き徹底いたします)

新年もイベント盛りだくさん♪
さて、白ねこになってから
初めてのお正月がもう目前
に近づいて来ました！
2021年1月は楽しいこと、
お得なこと、盛りだくさん
で皆さまをお迎えします！
まず初売りセールとしま
して、洋服、入浴剤(バスソ
ルト)、美白美容液のお得
セール開催！

そしてハリウッド化粧品、再生美容コスメのitecの白ねこ
オリジナル福袋も販売しま～す(=゜ω゜)ノ
そしてさらに、お洋服でも化粧品でも(もちろんセール
品もOK！)3,000円以上お買い上げになると、最近恒例
の「削って当たった数だけトイレットロールがもらえる

スクラッチ」にチャレンジ
できてダブルでお得！！
トイレットロールはピンク
の素敵な花柄です♪
同封のハガキをご持参
くださいね^^
またpaypayも10月に大好評
のキャンペーンを1/5(火)
より「商都たかまつ！最大
25％戻ってくる おかわり
キャンペーン」として、さら
にパワーアップさせて開催

するとのことですので、ぜひご活用くださいませ。
最後に新年初売り前の1/3(日)午後1時～7時TSUTAYA
高松サンシャイン通り店
にて「名前のないmarket」
に出店いたします。「今年
はどこにも出かける予定
がなくて暇～((+_+))」と
いう方はぜひ遊びにいら
してくださいね♪
それでは、本年もどうぞ
白ねこ化粧品店とおつき
あいくださいませ(^_-)☆

失われた2020年を乗り越え、
2021年こそは楽しくすごしましょう！
失われた2020年を乗り越え、
2021年こそは楽しくすごしましょう！

白ねこ化粧品店
コ ス メ と エ ス テ と 洋 服

スタッフ西川
来年こそは県外に遊び
に行く！です。夏頃に
は実現できるといい
なあ～(^^;)

スタッフ馬場
「今年始めた筋トレ&
ストレッチを継続」で
す！目指せ180°開脚！！
（今は90°がやっと ; ）

新居 美帆
「2021年こそは旅行に行く
！」です^^ 韓国に行って、
韓国語がどの程度上達し
たか確認もしたいです！

最近、年齢のせいか腎臓
の数値が高め…。
高級な餌を食べてます。

寒くなってきてニャン
モナイトになってい
ます(笑)

LINEのお友達
登録してね♥

高松市檀紙町685-13　tel:087-886-8056   https://www.i-cat.co.jp/
午前10：00～午後7：00　毎週月曜定休（都合により臨時休業あり）

白ねこ化粧品店
コ ス メ と エ ス テ と 洋 服

当店では、新型コロナウイルス対策として店舗入口にアルコール設置、店内次亜塩素酸水噴霧による殺菌、マスク着用にて接客
をしておりますが、ご不安な方は商品の配送も承りますのでお気軽にLINEもしくはお電話でお申し付けください。

※表示価格はすべて税別

最新&イベント情報
など配信中！
フォローよろしく
お願いします♪

新年号

年末年始休業日の
お知らせ

12/28（月）～1/4（月）まで
年末年始のお休みを

いただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願いいたします。

LINEご登録がまだお済みで
ない方はこちら⇩

詳しくは同封のチラシをチェック！

LINE ID @861hrbiv

24時間いつ
でもエステ等の
予約が可能！

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今月のテーマ
「2021年の抱負」



お一人お一人異なる肌状態を手で感じとり、最適な施術を行うハリウッドエステ。 
心身ともにリラックスする、タッチセラピー効果をご体感ください。

コロナ対策でマスクをすることが必須の世の中になりました。目元だけしか見えないので
今までのメイクからアップデートが必要！オススメのマスクメイクをご紹介します♪

ハリウッドエステを受けた人の8割が
「肌が上がった！」と言うワケ

087-886-8056ご予約はTEL or LINEから

①10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～
⑤15:00～ ⑥16:00～ ⑦17:00～ ⑧18:00～

【予約時間】

ポカポカ気持ちいい～♪
蜜ろうパックエステ

特別価格7,000円

※お手入れ会のお日にちは都合により変更になる場合があります。

※表示価格はすべて税別

※イベントの日程は変更になる場合があります。1・2月イベントカレンダー
1月 2月

日 月 火 水 木 金 土
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2倍

2倍

毎月1～7日
白ねこの日ポイント2倍

（定休日月曜を除く）

2倍 毎月第2木曜・第3土曜日
ハリウッド化粧品 お手入れ会
プロのエステが体験できる日
※1月は都合により日程が変更されています。

暖かかった11月から一転して最近はとても寒くなって
きましたね。
夏にはうっとうしかったマスクも暖かさには一役買って
いますが、実はその下のお肌は気づかないうちに摩擦
と乾燥でバリア機能を失っています。

そんな時に最適なスキンケアは、温めとオイル(油分)
補給。血行を良くし、油分を補ってあげることで、乾燥や
肌荒れを解消できます。
スキンケアをした後、美容オイルや乳液、栄養クリーム

をいつもよりたっぷり
めに取って優しくマッ
サージ。
その後、お肌に直接
ホットタオルを乗せて
約30秒程度蒸し、余分
な油分を軽くふき取り
ます。ベタつかず中から

ふっくら潤います♪
ホットタオルはハンドタオル
を固く絞ってレンジで40～
5 0秒温めるだけなので、
とっても簡単！
何度かご紹介したことがある
と思いますが、忘れていた
方も思い出してやってみて
くださいね^^

またスキンケアだけでなく、食事面からも代謝アップ
することも大切。たとえば、朝食をしっかり食べる、
ホットミルクやスープなどの温かいもの取るなど、ま
ずは簡単にできる方法から始めてみましょう。
さらに、唐辛子やナッツ、ごま、しょうが、ネギ、ニンニク
といった香味野菜や納豆、トマト、豚肉など、代謝を
促進したり、身体を温める効果のある食材も取り入れて、
身体の中から寒い冬を健康的に美しく過ごしましょう！

温め＆オイル補給で、乾燥・肌荒れを撃退！
読む美容液    「ビューティフルエッセンス」1月・2月

お手入れ
ポイント

2 3

① 毎月白ねこの日は ポイント2倍！
② お誕生月はいつでも ポイント3倍！
③ お誕生日当日を含め前後7日間は ポイント5倍！

嬉
し
い

ポ
イ
ン
ト
UP
期
間
！

当店では割引品を除く商品購入1,000円ごとにスタンプ1個捺印、
いっぱいになると1000円のクーポン券になるポイントカードを
発行しています。

お持ちでない方も当店で販売（300円）しております。今だけ300Pキャッシュ
バックで実質無料でお作り頂けます。この機会に是非どうぞ♪

※カード払は、手数料負担の関係でポイント付与が1/2になります。
　ご了承くださいませ。

白ねこ化粧品店 ポイントカードについて

日 月 火 水 木 金 土

17 18 19 20 21 22

3 4 5 6 7 8 9

1 2

10 11 12 13 14 15 16

23

26 27 28 29 3025
休

休

休

休
24
31

年末年始のお休み 12/28(月)～1/4(月)まで年末年始のお休み 12/28(月)～1/4(月)まで

2倍

2倍

優雅な香りに包まれながら、シワ対策もできちゃう♪

「LDK the beauty」にて
2020年ベストコスメ1位獲得！
「LDK the beauty」にて
2020年ベストコスメ1位獲得！

ID：@861hrbiv

当店とL INEでお友達になってください♪
毎月お送りしていたお便りが3ヶ月に1度程度の発行になります。
そのため、タイムリーな情報はLINE@でお知らせいたしますのでぜひご登録ください♪
また、CAT&花のカフェでご登録済の方は引き続きお送りいたしますのでご登録は不要です。

ブティック、コスメ、イベント等の
最新の情報やセール情報をお届けします♪
LINE@だけのお得情報もあるかも！？

当店のポイントカードが
めぐりんに移行します。

見本

めぐりんポイント 移行期間中
白ねこ

ポイントカード
（買物金額に応じて付与）

めぐりんポイント
（100P）

※お会計時にご提示ください。

ダブルで
ポイント付与！

1

マスクと共に楽しむメイク
「落ち着きのあるピンクで抜け感EYEへ」

忖度一
切なし

の

ガチン
コレビ

ュー

で人気
の雑誌

！

（シワ改善美容液）

2017年から
『シワ改善美容液ブーム』到来中!!

大好評のpaypayキャンペーン再び開催！

1/9(土)・21(木)

ハリウッド化粧品
お手入れ会

予定表

paypayポイントバックキャン
ペーンがさらにパワーアップ
して帰って来ました♪
paypayでのお買い物はぜひ
白ねこで(^▽^)/

【付与上限】
2,000円相当/回、20,000円相当/期間
【キャンペーン期間】
2021年1/5（火）～2/28（日）まで

paypayのお支払いで

最大25%還元！最大25%還元！
ミラノコレクションGR
ボディフレッシュパウダー2021
8,000円

リサージ リンクルシューター
8,000円
リサージ リンクルシューター
8,000円

キメをカバーし、ベールをまとったような明るくなめらかな肌へ

保湿ケアの後に お休み前にブーツを履く前に

ご予約は電話かLINEにて2021年3月末まで！

「LDK the Beauty」の過去2回の厳しいテストで連続
ベストに輝きました♪左のアフター写真は必見！！

おすすめ美容オイル

ナチュラルEX
エッセンスオイル

6,500円

AUSE
エモリエントオイル
5,000円

リサージ
オイルインパクト
5,000円

40～
50秒

詳しくは同封のチラシをチェック！

タイム
ビューティパクト

4,500円

タイムビューティパクトで
立体的にツヤメイク

チークはマスクから見える位置へ

囲いメイクで目元を大きく！眉はナチュラルな太眉
オススメの
マスクカラー

ララブーケ
アイカラー
フレッシュ
各1,200円

BE03

BR04

PK03

まぶた中央にピンクカラーを効かせて。
目尻側にブラウンを細チップ幅で引き締め、
最後にベージュカラーで抜け感演出♪

ハリウッド化粧品を7,000円以上
お買上げで施術無料！

あったか
ミルクパックエステ

特別価格8,000円
2/11(木)・20(土)

ハリウッド化粧品を8,000円以上
お買上げで施術無料！

1月はご予約が埋まってきています。気になっている方はお早めに♪

首のシワ、気になっていませんか？

こんな時がオススメのつけるタイミング♪

1/3(日) 13：00～19:00
TSUTAYA高松サンシャイン
通り店ラウンジルーム
（高松市林町2217-21）

白ねこは美肌年齢診断と
オシャレアイテムをセール
価格でお得に販売♪
新年最初の楽しいイベント
にぜひお越しください。

詳しくは同封のチラシをチェック！

「名前のないmarket」に
　　　　　　　出店します♪

6月
限定発売



スクラッチを削ってトイレットロールをもらおう！スクラッチを削ってトイレットロールをもらおう！
期間中、洋服・化粧品なんでも3,000円以上お買い上げでチャレンジできます♪

トイレットロールは多数ご用意しております
が、数量限定でなくなり次第終了となります
ので、お早目にチャレンジしてくださいね♪

1月限定のとってもお得な白ねこオリジナル福袋が出ました♪
気分新たに新年を迎えるための美容&健康アイテムが揃って
います！ お得なこの機会にぜひどうぞ

＜セット内容＞
・ポカプロ習慣
・フェイスミスト
・ハンドローション ミニ
・健康食品いろいろ
・BAシャンプー&コンディ
ショナーサンプル

白ねこ化粧品店 初売りお得情報

お得情報

その1

お得情報

その2

お買い物をして同封ハガキの
スクラッチにチャレンジ♪

お楽しみ福袋

お得情報

その3 初売りセール

計9,400円分⇩
計5,200円

ハリウッド福袋

ブティック初売りセール

＜セット内容＞
・エアレスファンデーション
・フィニッシュパウダー
・アイカラーパレット
・マスカラorアイライナー
・チーク
・カラーリップエキス
・テロメアプラス

アイテック福袋

計54,000円分⇩
計25,000円

1月
限定

新年初売りだけの超お得なお年玉キャンペーン！！
昨年はコロナで色々ありましたが、今年こそは皆さまにとって
良い年となりますように…

冬こそ美白ケアで
色白美肌をキープ！

クリアエフェクター セット 10,000円
現品（30ml）1本・ミニサイズ（18ml）1本

バスソルト（10包入） 2,800円

一年の中でもっともお肌
が白くなっている季節で
すが、紫外線の影響を受
けやすいのも事実。
しっかりとした美白ケアで
今の白肌を守りましょう♪

限定
6セット 限定

3セット

限定
25個

合計
10セット
限り

約6,000円分も
お得なミニサイズ付！

（3日/900円分のオマケ♪）

（1週間/2,100円分のオマケ♪）

お湯の温度が１℃上がり、
湯冷めしにくくポッカポカ！

3箱で現品3包プレゼント！

ブティック3点以上お買い上げで
次回使えるクーポン券プレゼント♪

5箱で現品7包プレゼント！

白ねこからのお年玉♪

50～70%OFF!!50～70%OFF!!
1/31（日）まで

クーポ
ン券


