
光 

極微細パール 

正反射が強く、 
光沢感が高い 

2018年2月14日（水）新発売 

【商品概要】 

この春トレンドのプラムカラーで魅惑的なニュアンス。さらに大人肌に透明感を与えるアイテムで“艶めき顔” 

を演出。 

  株式会社アテニア（所在地：神奈川県横浜市中区 代表取締役社長：須釜憲一）は、『2018年 春限定メイク』（ルージュ 

クレヨン・ジェルアイカラー・ライティングアイカラー・グロウクリエイター）全4アイテム計5色<1,296円〜2,700円（税込）>を、 

2月14日（水）より通信販売および直営店舗にて数量限定発売します。 

やわらかな光をまとって装う、春メイク 

この春注目のプラムカラーと輝く透明感で、“艶めき顔”に。 

2018年1月24日  

News Release 

報道関係各位 

株式会社アテニア  
〒231-0023 

神奈川県横浜市中区山下町89-1 

 大人のメイク悩み（くすみやたるみの影）を取り払う<隠しピンク設計>＊1と、その効果をさらに高める成分・処方＊2 を採用 

したメイクラインから春限定アイテムが登場。春の日差しに映り、より魅力をアップさせます。 

一流ブランドの品質を、１/３価格で提供することに挑戦し続けます。 
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写真左から 

ジェルアイカラー 限定色(1色) 

価格：1,296円（税込）/価格：1,200円（税抜） 

ルージュクレヨン ※限定アイテム(2色) 

価格：各1,512円（税込）/価格：各1,400円（税抜） 

ライティングアイカラー セット 限定色(1色) 

価格：2,700円（税込）/価格：2,500円（税抜） 
セット内容 <アイカラー>レフィル＋<コンパクトケース>＋<チップセット> 

単品販売 <アイカラー>レフィル 詰替用 価格：1,836円（税込）/1,700円（税抜） 

『2018年 春限定メイク』 数量限定 

グロウクリエイター ※限定アイテム(1色) 

価格：1,728円（税込）/価格：1,600円（税抜） 

“極微細パール” ※（ライティングアイカラー・グロウクリエイター） 
 

粒子径が小さく、光沢感の高いパールです。吸い付く 
ような艶が、上質な奥行きを表現。パールでシワが 
目立つこともなく、ハリのある印象的な目もとに。 

クリア発色パウダー 
ブライトベールパウダー 

光 

“ブライトベールパウダー” ※（ライティングアイカラー・グロウクリエイター） 
 

クリアな光のベール効果がある“ブライトベール 
パウダー”が、ピンク色の光を放つ“クリア発色 
パウダー”のレフ板効果を高めます。「明るさ」 
「くすみにくさ」を実現し、きれいな仕上がりに導きます。 

くすみやたるみの影といった大人の肌悩みに応えるアテニア独自の設計。 
ピンクの光がレフ板のように肌のくすみを払い、美しい発色と上質な艶を実現します。 

クリア発色パウダー レフ板効果で美しい発色 

光 

“クリア発色パウダー” ※ポイントメイク共通 
 

ピンク色の光を放つレフ板効果のある“クリア発色パウダー”を配合。 
大人の肌の気になるくすみやたるみによる 
影を払って、どんなカラーもクリアに美しく 
艶やかに発色させます。 

* 1 <隠しピンク設計> 

＊2 <隠しピンク設計>の効果を高める成分・処方 
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配合成分 成分名 機能 

全メイク共通 
フィルム化コラーゲン 

肌を整え、ハリ・艶を与える。 
ヒアルロン酸 

ポイントメイク共通 クリア発色パウダー 
肌に血色と明るさを与え、発色を高める。 
＜隠しピンク設計＞ 

ルージュクレヨン独自成分 ふっくらアップ成分 
光拡散によるソフトフォーカス効果で、唇に
ふっくらとした立体感を与え、縦ジワを目立ち 
にくくする。 

唇に、やわらかな光を集めて軽やかに彩る、ルージュクレヨン。 
 

ぼやけがちな輪郭を簡単に描き整え、見たままの美しい発色。肌なじみのいいセミマットの質感が深みのある艶を放ち、唇の縦ジワを目立ちに 
くくします。しっとりなじみソフトにフィットする処方* 3なので、唇全体に立体感を与えます。さらに“ふっくらアップ成分”* 4が、うるおいと艶を与え、 
ふっくらした唇をつくります。 

▶ルージュクレヨン<クラシックピンク><テンダーコーラル> 限定アイテム2色 

カラー名 色番 特長 

クラシックピンク 41 ほんのり青みのあるローズピンク。 
顔全体を一気にエレガントな春らしい印象に。 
 
 

テンダーコーラル 42 肌なじみの良いピーチコーラル。 
ふんわりとやわらかく、女性らしい印象に。 
 
 

抱水性が高く、体温付近でとろけるペースト状オイルと軽やかな使用感のオイル2種をバランス 
よく配合。塗布時は軽やかに広がり、塗布後はとろけたオイルが唇にしっかりとフィットすること 
で、うるおいが持続します。 

* 3 しっとりなじみソフトにフィットする処方：  

光拡散によるソフトフォーカス効果で、唇の縦ジワを目立ちにくくし、なめらかな状態に仕上げます。 * 4 “ふっくらアップ成分”：  

無香料、アルコールフリー、パラベンフリー 

価格：各1,512円（税込）/価格：各1,400円（税抜） 

【商品詳細】 

配合成分 成分名 機能 

全メイク共通 
フィルム化コラーゲン 

肌を整え、ハリ・艶を与える。 
ヒアルロン酸 

ポイントメイク共通 クリア発色パウダー 
肌に血色と明るさを与え、発色を高める。 
＜隠しピンク設計＞ 

ジェルアイカラー独自成
分 

グラデーションマルチパール 目もとに自然な陰影をつくりだす。 

プラムブラウンの艶やかジェルで、たちまち凛と、澄んだ目もとに。 
 

ひと塗りで上質な濡れ艶と陰影を演出。目もと全方位、どこから見ても上品な輝きを放つジェル状アイカラー。単色でも自然な陰影、美しく発色。 
さらに角度によって光の色が変化する“グラデーションマルチパール”* 5が自然な陰影をつくり出し、ひと塗りで美しい立体感までも演出します。 

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません） 

▶ジェルアイカラー<クラシックカメリア> 限定色1色 

正面から見たときに光が当たる高い部分は明るく、側面には陰影ができ、見る角度によって、明るさが 
変わることで立体感のある仕上がりになります。 

* 5 “グラデーションマルチパール”：  

カラー名 色番 特長 

クラシックカメリア 59 ほんのりブラウン味を帯びたプラムカラー。この春らしいプラム
ブラウンが凛として引き締まった目もとを演出します。 
 
パール感：★★★ 

★はパール感の目安。★の数が多くなるほどパール感は強くなります。 

価格：1,296円（税込）/価格：1,200円（税抜） 
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A：トーンアップカラー ★★ 

B：メインカラー ★★★ 

C：マルチライティングパール ★★★★ 

D：ラインカラー ★★ 
 

※ ★はパール感の目安。 

  ★の数が多くなるほど、 

  パール感は強くなります。 

春のプラムピンクとベージュで、やわらかく、深みのある目もとに。 
 

『艶のある明るい目もと印象を叶え、顔全体がいきいき見える』ライティングアイカラー。透明感のある上質な光の重なりにより、クリアに美しく発色し、 
明るく澄んだ印象に魅せるアイカラー。上質な輝きと奥行により、パッと明るく華やいだ表情を演出します。 

無香料、無鉱物油、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません） 

▶ライティングアイカラー セット<テンダーマゼンタ> 限定色1色  
                                      価格：2,700円（税込）/価格：2,500円（税抜） 

単品販売  <アイカラー>レフィル 詰替用                    価格：1,836円（税込）/1,700円（税抜） 

A 

B 

C D 

配合成分 成分名 機能 

全メイク共通 
フィルム化コラーゲン 

肌を整え、ハリ・艶を与える。 
ヒアルロン酸 

ポイントメイク共通 クリア発色パウダー 
肌に血色と明るさを与え、発色を高める。 
＜隠しピンク設計＞ 

ライティングアイカラー・ 
グロウクリエイター独自 
成分 

ブライトベールパウダー 

クリアな光のベール効果で、くすみを抑え、きれい 
な仕上がりにすることで、隠しピンクのレフ板効果 
をより高める。 

極微細パール 

吸い付くような艶が、上質な奥行きを表現。パール
でシワが目立つこともなく、ハリのある印象の目も
とに。 

色名 色番 特長 

テンダーマゼンタ 30 肌をきれいに見せる明るいベージュと、トレンドのプラム 
ピンクの締め色を組み合わせたパレット。ほんのりピンク 
がかったマルチライティングパールが、艶だけでなく、 
やわらかいニュアンスを加えます。 

セット内容  <アイカラー>レフィル＋<限定コンパクトケース>＋<チップセット> 
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株式会社アテニア 営業戦略室 広告宣伝部 PRグループ 

担当 : 間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp） 

TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459 

アテニア美容相談室 

フリーダイヤル     0120-165-333 

受付時間 9:00-21:00(平日・土）、9:00-17:00(日・祝日） 

HP :   

＜一般のお客様からの商品に関するお問合せ先＞ 本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先 

■アテニアとは 

アテニアは、これまでの常識を打ち破る“高品質・低価格・ハイセンス”を 

コンセプトに、1989年に誕生しました。「お客様とともにある」企業姿勢は、 

四半世紀を経た現在も少しも揺らぐことはありません。「おしみなく、うつくしく。」 

をブランドステートメントに掲げ、女性の真の美しさを追求しています。 

 

お客様に最高級の化粧品をおしみなく使っていただきたい。 

そしてさらに美しくなってもらいたい。という“想い”を込めて、 

「一流ブランドの品質」を「1/3価格」で提供することに挑戦し続け、 

多くの女性達の願いを形にしていきます。その“想い”を、 

化粧品に留まらず、女性を美しくする様々な領域へと波及し続け、 

時代をしなやかに生きる女性達を応援していきます。 

ファンデーションの上からひと塗り。一瞬で、潤って輝く肌印象に。 
 

ひと塗りで艶肌質感をつくる仕上用スティック。“ウォータリーオイル”* 6が、肌温度でとろけてしっとりなじむから、潤いでできたかのような自然な 
艶を演出。しっとりと溶け込むようになじんでぴたりとフィットするから肌に自然な艶を与え、みずみずしく潤っているかのような肌印象に導きます。 

▶グロウクリエイター 限定アイテム1色 

価格：1,728円（税込）/価格：1,600円（税抜） 

無香料、パラベンフリー、アルコールフリー 

配合成分 成分名 機能 

全メイク共通 
フィルム化コラーゲン 

肌を整え、ハリ・艶を与える。 
ヒアルロン酸 

ポイントメイク共通 クリア発色パウダー 
肌に血色と明るさを与え、発色を高める。 
＜隠しピンク設計＞ 

ライティングアイカラー・ 
グロウクリエイター独自 
成分 

ブライトベールパウダー 
クリアな光のベール効果で、くすみを抑え、きれい 
な仕上がりにすることで、隠しピンクのレフ板効果 
をより高める。 

極微細パール 
吸い付くような艶が、上質な奥行きを表現。パール
でシワが目立つこともなく、ハリのある印象の目もと
に。 

グロウクリエイター 
独自成分 

ウォータリーオイル みずみずしい艶をつくる。 

肌温度でとろけてなじむオイルを配合。使用前は白いペースト状のオイルで、塗布後に体温で温められてとろけて 
なじむ状態になり、潤いを含んだような艶のある肌をつくります。 

* 6 “ウォータリーオイル”：  

mimasaki@fancl.co.jp
http://www.attenir.co.jp

