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株式会社ディーエイチシー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼ＣＥＯ：𠮷田 嘉明、以下：ＤＨＣ）は2018年 

8月8日（水）～10月10日（水）の期間中、DHCゲルマニウムベースメークシリーズのうち、“BBファンデ”に該当す 

る４つのアイテム（キャンペーン用セットも対象）のいずれか１点を含むDHC化粧品を税込総額5,000円お買い上げご 

とに自動エントリーされる、クローズド懸賞「DHC 旅するBBファンデ キャンペーン」を実施。抽選で JTB旅行券総額 

550万円分を1,010名様に進呈いたします。 

DHCの“BBファンデ”は、「DHC薬用BBクリームGE」（５色）,「同 ＜ハーフ＞」（５色）,「DHC薬用BBミネラル 

パウダーGE」（２色）,「DHC BB デュアルパウダリーファンデーションGE」（５色）の全17品。いずれも、美容保湿 

成分“水溶性有機ゲルマニウム”と、肌に負担をかけずにメークする多彩なミネラル成分を配合し、うるおいとハリで満たさ 

れた若々しく美しい仕上がり※1を実現するベースメークシリーズです。 

2017年1月にリニューアルして新発売した「DHC 薬用BBクリームGE」（「同 ＜ハーフ＞」は2017年7月新発売） 

は、濃密うるおい美容液、薬用美白美容液※２、化粧下地、日やけ止め、ファンデーション、コンシーラーの６つの機能を 

凝縮したオールインワン処方。同時発売の「DHC 薬用BBミネラルパウダーGE」を重ねれば、崩れにくく、明るく透明感 

のある仕上がりが持続します※1。パウダリー派には「DHC BBデュアルパウダリーファンデーションGE」がお勧め。 

下地機能を内包し、これ一つでなめらかで均一な肌表面に整えます。 ダークカラーもセットし、２色のメークアップ効果で 

メリハリのある顔印象※1を演出します。今回はこれらDHCの“BBファンデ”17品のうちいずれか１点（キャンペーン用 

セットも対象）を含む、DHC化粧品のお買い物総額5,000円（税込）ごとに、抽選で JTB旅行券が当たるキャンペーンに, 

自動エントリーいただけます。賞品は、A賞「JTB旅行券５万円分」10名様、B賞「JTB旅行券5,000円分」1,000名様。 

総額550万円分が抽選で1,010名様に当たります。スキンケアの後、最少アイテムでベースメークが完成する“BBファンデ”

は旅のお供にも最適。今年の秋冬は、DHCの“BBファンデ”が、お得で快適な旅行を応援します。 

※1:メークアップ効果による   ※２:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社ディーエイチシー 〒106-8571 東京都港区南麻布2-7-1 

TEL: 0120-333-906   24 時間受付 年中無休（年末年始をのぞく） 

DHCの“BBファンデ”を買って旅行券を当てよう！ 

実施期間：2018年 8月 8日（水）～10月 10日（水） 
 

～総額550万円の旅行券が抽選で1,010名様に！「DHC旅するBBファンデ キャンペーン」～ 

「DHC 薬用 BB クリーム GE」（40ｇ・左） 
「同 ＜ハーフ＞」（20ｇ・右） 
各全５色 

「DHC 薬用 BB 
ミネラルパウダー GE」 
＜リフィル＞全２色 

「DHC BB デュアルパウダリー 
ファンデーション GE」 
＜リフィル＞全５色 



 

商品概要 

 

ＤＨＣ 薬用 BBクリーム GE、同 ＜ハーフ＞  
 

商 品 名 DHC 薬用  BB クリーム  GE（医薬部外品）※写真左  

DHC 薬用  BB クリーム  GE＜ハーフ＞（医薬部外品）※写真右  

 

容量／価格 各全５色 写真左 40ｇ／価格￥3,340（税込￥3,607） 

写真右 20ｇ／価格￥1,700（税込￥1,836） 

販 路 通信販売、ＤＨＣ直営店 

 

特 長 

１本で濃密うるおい美容液、美白美容液※2、化粧下地、日やけ止め、ファ

ンデーション、コンシーラーの６役をこなす BB クリームです。SPF35・

PA+++の紫外線カット効果と美白有効成分※２「トラネキサム酸」が、オ

ールシーズン美肌をキープ。エイジングケア※3 に優れた美容保湿成分「水

溶性有機ゲルマニウム」など多彩な美容成分で若々しくハリのある肌を演出

します。なめらかに伸びてムラなくフィット。肌に負担のない使用感です。

紫外線吸収剤不使用、無香料、パラベンフリー、天然成分配合。 

 

ＤＨＣ 薬用 BBミネラルパウダー GE   
 

商 品 名 DHC 薬用  BB ミネラルパウダー  GE＜リフィル＞（医薬部外品）   

容量／価格 
全２色 11ｇ／価格￥1,820（税込￥1,965） 

※別売：DHC ベースメークシリーズ専用コンパクト（薬用 GE）￥1,150（税

込￥1,242）、DHC メークアップパフ I ￥191（税込￥206） 

販 路 通信販売、ＤＨＣ直営店 

 

特 長 

薬用 BB クリーム GE の後、ひと塗りで崩れにくい美しい仕上がりをキープす

るプレスドパウダー。美白有効成分※2「トラネキサム酸」と美容保湿成分の

「水溶性有機ゲルマニウム」を配合し、透明感ある美肌へと導きます。無香

料、パラベンフリー、天然成分配合。 

 

ＤＨＣ BBデュアルパウダリーファンデーション GE  
 

商 品 名 DHC BB デュアルパウダリーファンデーション  GE＜リフィル＞   

容量／価格 
全 5 色 11ｇ／価格￥2,200（税込￥2,376） 

※別売：DHC ベースメークシリーズ専用コンパクト（デュアル）￥1,140

（税込￥1,231）、DHC メークアップスポンジ I ￥180（税込￥194） 

販 路 通信販売、ＤＨＣ直営店 

 

特 長 

下地機能を内包し、これ一つで肌表面をなめらかに整えるパウダリーファン

デーション。くすみのない明るい肌を演出するベースカラーと、フェースラ

インや鼻筋などに自然な陰影をつけるダークカラーをセットし、２色のメー

クアップ効果で若々しい顔印象を実現します※1。SPF45・PA+++。無香

料、パラベンフリー、天然成分配合。 

※１: メークアップ効果による ※２:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ※３: 年齢に応じたお手入れ 

【応募対象商品・セット】 

①「薬用 BBクリーム GE」全５色 ￥3,340（税込￥3,607）⇒\2,880（税込\3,110）13%OFF 

②「薬用 BBクリーム GE<ハーフ>」全５色 ￥1,700（税込￥1,836） ※定価販売 

③「薬用 BBレギュラー＆ハーフセット」同色のみ 全５色 ￥5,040（税込￥5,443）⇒\3,900（税込\4,212）22%OFF 

 ・DHC 薬用 BB クリーム GE 40ｇ  ￥3,340（税込￥3,607）×１ 

 ・DHC 薬用 BB クリーム GE <ハーフ> 20ｇ  ￥1,700（税込￥1,836）×１ 

④「薬用 BBミネラルパウダー GE<リフィル>」全２色 ￥1,820（税込￥1,965）⇒\1,580（税込\1,706）13%OFF 

⑤「薬用 BBミネラルパウダー GE<リフィル>２個セット」同色のみ 全５色 ￥3,640（税込￥3,930） 

⇒\2,980（税込\3,218）13%OFF 

・DHC 薬用 BB ミネラルパウダー  GE ￥1,820（税込￥1,965）×2 

⑥「BBデュアルパウダリー ファンデーション GE<リフィル>」全５色 ￥2,200（税込￥2,376） ※定価販売 



 

◆「旅する BBファンデ キャンペーン」概要◆ 

 

【応募受付期間】2018 年 8 月 8 日（水）～10 月 10 日（水） 

 

【賞品】A 賞：JTB 旅行券５万円分（10 名様）、B 賞：JTB 旅行券 5,000 円分（1,000 名様） ※( )内は当選者数 

 

【応募方法】 

DHC 通販または直営店で、上記対象商品・セットのうちいずれか 1 点（または１セット）以上を含む DHC 化粧品を税

込総額 5,000 円以上ご購入いただくと、自動的にエントリーされます。対象商品を１点（または１セット）でもご購

入いただいていれば、一度のお買い物につき税込5,000円で１エントリー、税込10,000円で2エントリー、税込15,000

円で 3 エントリー…となります（いずれも自動エントリー）。 

●お一人様、何回でもご応募いただけます。●対象商品を「お届け定期コース」ですでにお申し込みいただいている方

も対象となります。●欠品などの事情によりキャンペーン応募条件に満たない場合は、キャンペーン応募対象外となり

ます。ご購入金額の確認ができるオペレーター応答ダイヤルまたはインターネットからのご注文をおすすめいたします。

●税込総額とは、各種特典による割引前の合計金額です。 

 

【応募概要】 

●応募資格 当キャンペーン応募条件を満たした日本国内在住の方。●当選発表 厳正なる抽選のうえ、プレゼントの

発送をもって発表にかえさせていただきます（2018 年 10 月下旬発送予定）。 

 

【応募規約】 

●諸事情により、賞品内容が変更・中止になる場合がございます。●当キャンペーンと同時に行われている DHC 商品

を対象とした他のキャンペーンには当選できない場合がございますので、予めご了承ください。●当選後の権利譲渡、

換金はできません。●賞品をお受け取りいただけず、弊社に返送されますと、当選の権利は破棄されますのでご注意く

ださい。●ご応募の際の必要事項に不備や虚偽があった場合は無効になります。●A 賞、または B 賞はお選びいただけ

ません。●応募受付の確認、当選結果に関するお問い合わせには対応できかねます。 

 

【お客様の個人情報について】 

お客様の個人情報は、弊社情報誌の送付、弊社商品・サービスに関する各種ご提案・ご案内、連絡などの弊社営業活動

に利用させていただきます。 

 

以上 


