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秋へのスイッチ #新しい自分に出会う 

秋のビューティーウイークス 
■会期：２０２２年 ８月１６日（火）～９月５日（月） 

■会場：そごう横浜店 １階=ビューティーフロア、５階=メンズビューティーコーナー 
 
そごう横浜店では８月１６日（火）より、秋のビューティーウイークスを開催いたします。「秋へのスイッチ＃新しい 

自分に出会う」をテーマに、ひと足早く秋を楽しむメイクを中心に、夏のダメージを秋に残さないスキンケアなどをご 
紹介いたします。また、会期中はブランド専属アーティストによるメイクアップショーや参加型の体験セミナーも実施。 
さらに、自分の知識だけに頼らないで、もっと自分を知り、自分を磨くお手伝いをする専門スタッフ「はかり隊」のパー 
ソナル診断などのサービスもご紹介いたします。 
 
※本リリースの画像はイメージ、価格は税込です。また掲載商品は一例で、品切れになる場合がございます。ご了承ください。 

 

 

 

 
 

 

 

 

キレイに変わる、キレイをつくる、おすすめ秋コスメ。ビューティーインフォメーション おすすめコスメ。 

リップ 

やわらかく軽やかなスフレマット質感のリップスティック。 

◆イヴ・サンローラン／ルージュ ピュールクチュール ザ スリム ベルベットラディカル 

(2.0g、全 16 色) 各４，９５０円 (写真左手) 

【左：313 イレバレント シナモン／右：1966ルージュ リブレ】 

 

セクシーな印象を生むクリーミーな質感と、可愛らしさを生むマットな質感。 

◆アンプリチュード／コンスピキュアス クリーミーリップス（2.3ｇ、全 7 色）・ 

 コンスピキュアス マットリップス（2.4ｇ、全 9色） 各４，７３０円 (写真右手) 

 【左：06 ピュアピンク／右：09 ラベンダーピンク】 

 

 

ベースメイクを秋の肌色にスイッチ 

ベースメイク 

なめらかなハリ感と艶のある仕上がりの持ち運べるＢ.Ａ スキンケア 

ファンデーション。 

◆ポーラ／Ｂ.Ａ セラムクッションファンデーション[リフィル] 

（パフ付き、12ｇ、全 5色） １２，１００円 [ケース] ２，７５０円 (写真右) 

 

独自の光技術と、ぼかし効果により、肌を透き通らせながらカバーする。 

◆クレ・ド・ポー ボーテ／ル・フォンドゥタンｎ (SPF25・PA++、30g、全 7色) ３３，０００円 

 (写真右)  ８月２１日(日)発売 

 

 

 

1 階=ビューティーフロアの総合窓口 「ビューティーインフォメーション」  

化粧品のお買い物のご相談やご案内、ビューティーに関するサービスをご紹介いたします。 
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秋の新色で気分をスイッチ 

カラーメイク 

「スパークル・マット・パール」の３つの質感で、幅広いアレンジが楽しめる。 

◆アディクション／ザ アイシャドウ パレット (6.5g、全 11 色)  各６，８２０円 (写真右)  

【左：010 Chic Mustard／右：011 Heirloom jewel】 

レトロな深みと溶け感で輝く目もとへ。秋をまとう４色のアイカラー。 

◆エレガンス／エレガンス ヌーヴェル アイズ(4.9g、新 2種[全 15 種]) 各６，０５０円 

 (写真右) 【左：34／右：35】 

 

 

試せる、相談できる。専門知識であなたのお悩み解決。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイクアップステーションでお試しいただけます。 

マスクに付きにくい 

落ちにくいのに軽くしっとり仕上がる。 

◆クラランス／ウォーターリップステイン(7ml、全 4色) 各３，３００円 (写真右) 

【左：0４ バイオレットウォーター／右：03 レッドウォーター】 

しなやかなマット&ソフトでエアリーな心地よさ。 

◆NARS／エアーマットリップカラー(7.5ml、全 16 色) 各３，８５０円 (写真右) 

【左：00037／右：00041】 

 

差し色をプラス 

やわらかな描き心地のウォータープルーフ。 

◆ポール & ジョー ボーテ／ウォータープルーフ アイライナー(全 5 色)   

各２，２００円  (写真右)  

【上：03 ブーランジェリー／下：04 インクブルー】 

 

目元に深みをプラス 

２色重ねてもくすまず、美しい仕上がりへ。 

◆ポール & ジョー ボーテ／アイカラーデュオ (2.0g、全 8色) 各３，３００円 

 (写真右) 【左：08 トロぺジェンヌ／右：05 ハッピー レイニー デイ】 

※コンパクトケース別売。 

 

メイクのお悩み解決。メイクアップステーション 

おすすめ商品の紹介やメイクテクニックをビューティーアドバイザーが 

アドバイスもいたします。 [要予約]  

 

◎ご予約・お問い合わせ：電話 045(465)5160直通 (午前 10 時～午後 8時) 
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ソゴウキレイ ステーションでお試しいただけます。  

夏のダメージを残さないおすすめケア。 

引き締めケア 

とろけるようなゲルが浸透し※、ハリツヤ肌へ。 

◆ドクターシーラボ／アクアコラーゲンゲル エンリッチリフト EX（120g) ９，４６０円  

※角層まで。 (写真右)  ８月２６日(金)発売 

薬用有効成分で肌トラブルを防ぎ、肌を引き締め顔立ちの印象スッキリ。 

◆イプサ／セラム 0 e （50ml、[医薬部外品]） １１，０００円  (写真右)  

 

潤いケア 

新スキンケアシリーズ「フラルネ」。潤いをあたえて、キメ美肌を目指す。 

◆アルビオン／フラルネフルリファイン ミルク EM(200g) ５，５００円  (写真右)   

８月１８日(木)発売 

夏を過ごした肌に美容乳液でうるおいを。 

◆SK-Ⅱ ／スキンパワー エアリー コフレ  

(スキンパワーエアリー：80g[乳液、現品]、フェイシャル トリートメント エッセンス 

30ml[化粧水]、フェイシャル トリートメント クリアローション：30mｌ[ふき取り化粧水])   

１９，８００円 [数量限定]   (写真右)  ８月２０日(土)発売 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Men`s Cosmetics  推せる男のたしなみアイテム 

／５階=メンズビューティーコーナー 

天然オイル配合のスタイリング剤。 

◆リンク オリジナルメーカーズ／ヘアバーム９９７(70g) ４，０７０円 

(写真右) 

毛先までしっとりと、まとまる髪へ。 

◆シガーロ／モイスチャライジング シャンプー・コンディショナー(300ml)  

各３，８５０円 (写真右) 

肌解析で自分の肌を知る。ソゴウキレイ ステーション  

ビューティーアドバイザーが、お手入れ方法やおすすめのスキンケアアイテムをご案内いたします。 

そのほかにも、新商品や季節のおすすめ商品などご覧いただけるコーナーもご用意しています。  
[要予約]   

 

◎ご予約・お問い合わせ：電話 045(465)5161 直通 (午前 10 時～午後 8 時) 
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ブランド専属アーティストによるメイクアップショー 

■１階=ヨコハマビューティーステージ ／各回約３０分 

この秋おすすめのポイントメイクやベースメイクをご提案。 

◎資生堂      ８月２７日(土) 午後１時３０分   アーティスト：岸 清美 

◎ルナソル      ８月２７日(土) 午後２時３０分    アーティスト 南 英樹 

◎ローラメルシエ   ８月２７日(土) 午後３時３０分    アーティスト：小澤 美奈子 

◎ベアミネラル        ８月２７日(土) 午後４時３０分 

８月２８日(日) 午後３時        アーティスト：工藤 華菜子 

◎RMK            ９月 ３日(土) 午後３時３０分 

    ９月４日(日)  午後３時         アーティスト：小林 徹 

◎ジバンシイ     ９月３日(土)  午後４時３０分     アーティスト：佐俣 健二郎 

 

EVENT 

美と健康の HOW TO を学べる・試せる参加型スペース。 

1 階=ビューティーフロア ソゴウ ビューティー ルーム 

◎ご予約は HP から。  https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/event-beauty2208.html 

 

■パウワウプレミアム／ヘルシーフェイスローラー体験セミナー 

日時：８月２０日(土)・２３日(火)・２７日(土)  

各日 ①午前１０時３０分 ②午後１時 ③午後２時３０分 

[各回約４５分] ※８月２３日(火)は①、②のみ開催。 

定員：各回５名さま 

 ローラーを使用して、ご自宅でお顔まわりの筋肉をほぐし、すっきりする方法をご紹介。 

 

■ファンケル／美容と栄養バランスと糖化セミナー 

日時:８月２５日(木)・２６日(金)・２８日(日)   

各日 ①午前１０時３０分 ②午後２時 [各回約４５分]  

定員：各回５名さま 

 ベジチェックや糖化チェックで日常の食事バランスをアドバイス。 

◎お問い合わせ :ビューティーインフォメーション ：電話 045(465)5152 直通 (午前 10 時～午後 8 時) 

 

 

Let’s はかり隊  自分を知り、自分を磨く。 

足から健康を考える。 

 シューフィッター計測会 ＜要予約＞ 

日にち：８月１６日(火)～２９日(月) ／場所：地下 1 階=レッグ&シューズステーション  

シューフィッターの計測をご予約のうえ、税込１５，０００円以上お買いあげの 

先着８０名さまに「シーキューブ／ハイカカオブラウニー（5個入）」をプレゼント。 

◎ご予約・お問い合わせ： 電話 045（465）5142 直通  

  

 

 

https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/event-beauty2208.html
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肌の状態を知る。 

資生堂／肌の状態を非接触で可視化 

場所： 1階=ビューティーフロア  

独自開発した特殊カメラで、肌表面を測定することで肌状態のスコアを算出。 

ハリ・弾力、なめらかさの３つを測定。 

◎お問い合わせ： 電話 045（465）3120 直通  

  

正しい下着選びを知る。 

正しいサイズ診断とカラー診断 

日時：８月２７日(土)・２８日(日)  各日午後２時～５時 [約２０分]   

／場所：４階=インナーウエア売場 

インナーウエア売場でサイズを計測のうえ、お買いあげいただいた方に 

ファッションアテンダントがパーソナルカラー診断を実施。 

◎お問い合わせ： 電話 045（465）5291 直通  

 

夏のお肌のダメージチェックをする。 

お肌のセルフチェック 

日時：８月２８日(日)  午前１０時～午後６時  

／場所：５階=メンズビューティーコーナー  

夏の紫外線で受けたお肌のダメージをセルフチェック。約９０秒で 

毛穴、色素、エイジング、皮脂をチェック。 

◎お問い合わせ電話： 045（465）5419 直通 

 

 

SOGO YOKOHAMA Beauty Ｔｗｉｔｔｅｒ 

■「フォロー＆リツイートキャンペーン」 

会期：８月１６日(火)～９月５日(月)  

  フォロー&リツイートをしていただいた方の中から、抽選で１０名さまに 

「イヴ・サンローラン／ピュアショットナイトセラム(30ml)」をプレゼント。  

  

そごう横浜店LINE公式アカウントの友だち限定  

お買いあげＰＲＥＳＥＮＴ 

◇会期：２０２２年８月１６日（火）～２９日（月） 

◇対象売場：地下１階＝ビューティーサロン（美容・施術）・婦人雑貨、 

１階＝ビューティーフロア、３階・４階＝婦人服、５階＝紳士服、 

６階＝インテリア雑貨、８階＝こども服売場 

◇プレゼントお渡し場所：１階＝ビューティーフロア 特設会場  

会期中、税込３，３００円以上お買いあげでＬＩＮＥスタンプ１個押印。 

２売場で２個集めた先着８００名さまに、「新宿高野／フルーツチョコレート（１袋）」を 

プレゼントいたします。   ※レシート合算不可。お一人さま１回限り。プレゼントは無くなり次第終了。 

 

★「秋のビューティーウイークス」 

詳細はそごう横浜店ホームぺージでご確認ください。  

https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/beauty-weeks-autumn.html#9 
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