
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：斎藤智子）は、世界中で愛され続ける
『べティー ブープ™』とコラボレーションした商品を発売します。
第一弾となる『春限定メイク』では、「クレーンマスカラボリューム」「シアーティントルージュUV」「スキンレタッ
チャー～ペタルピンク～」「リフトディファインアイズデュオ」「シアーラディアンスアイズ」〈全5アイテム計7色
1,320円～2,200円（税込）〉を、2021年2月16日（火）より通信販売および直営店舗にて発売します。

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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世界中で愛され続ける“べティーちゃん”とのスペシャルコラボが実現！

第一弾は、大人っぽさの中に“カワイイ”をテーマにした限定メイクが登場

数量限定 『春限定メイク』

【商品概要】

テーマは「Bettｙ’s Holiday ～べティーの休日～」。愛らしさとセクシーさを兼ね備えた
べティーのように、大人女性の誰もが内に秘めているピュアな魅力を引き出し、少しだ
け肩の力を抜いて“Girl”を楽しむことができる『春限定メイク』が、数量限定で登場。
パッケージを彩るのは、人気イラストレーター大橋美由紀さんが手がけた、大人っぽ
くてスタイリッシュなベティー。今しか手に入らない、アテニアオリジナルのメイクアイテ
ムが、甘すぎない“大人ガーリー”な表情を叶えます。
商品は、リフトアップ効果が好評のクレーンマスカラから、まつ毛1本1本を濃く太く
見せるボリュームタイプのマスカラ「クレーンマスカラ ボリューム」。ティントタイプの、
「シアーティントルージュUV」。肌質修正下地として人気のスキンレタッチャーから肌に
華やぎをプラスする限定色「スキンレタッチャー～ペタルピンク～」。大人の目もとを簡
単にリフトアップして大きく見せる絶妙な組み合わせの2色セットアイカラー「リフトディ
ファインアイズ デュオ」。昨年夏、発売数日で完売した大人気アイカラー「シアーラディ
アンスアイズ」の全5アイテム計7色です。

写真左から

・クレーンマスカラボリューム
〈ファインブラック〉
〈ラベンダーノーブル〉

限定アイテム/全2色

各1,650円（税込）
各1,500円（税抜）

・シアーティントルージュUV
〈ライラックピンク〉
〈ブルーミングベージュ〉

限定アイテム/全2色

各1,870円（税込）
各1,700円（税抜）

・スキンレタッチャー～ペタルピンク～

限定色/全1色

1,760円（税込）
1,600円（税抜）

・リフトディファインアイズデュオ
限定アイテム/全1色

2,200円（税込）
2,000円（税抜）

・シアーラディアンスアイズ
限定アイテム/全1色

1,320円（税込）
1,200円（税抜）

2021年2月16日（火）新発売



色名 特徴

ファインブラック ひと塗りでも印象の深い仕上がりのブラック。

ラベンダーノーブル ニュアンスのあるエレガントなまなざしを演出する深みのあるパープル。

リフトアップ効果が評判のクレーンマスカラに、まつ毛を濃く太く見せるボリュームアップタイプが登場。
どこから見ても美しいまつ毛を演出。
ビューラーいらずで、カール力とロング効果、そして1本1本を濃く太く見せるボリュームある上向きまつ毛がつくれるマスカラ。
水・汗・皮脂に強くにじみにくい。オフする時はお湯で簡単にオフできるのも嬉しい。

クレーンマスカラ ボリューム 価格：1,650円（税込）/1,500円（税抜）
<ファインブラック> <ラベンダーノーブル>
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無香料、無鉱物油、パラベンフリー、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。）

成分名 機能・効果

まつ毛ケア成分 まつ毛ケア まつ毛に吸着しやすく、うるおいとハリを与える。

クレーン
システム

カールアップ
設計 まつ毛の

カールアップ・キープ
（目の拡大効果）

カールアップワックスにより、まつ毛にボリュームを出しなが
らブラシで立ち上げたカールをしっかり固定。また柔軟に固
まるポリマーとストロー状の軽い繊維を採用したカールキー
プ設計で、一日中カールをキープ。カールキープ

設計

お湯オフ処方 ウォ―タープルーフ
水・汗・皮脂に強く、にじみにくいのに、オフする際はお湯で
簡単に落とせる。

ボリュームファイバー 濃密ボリューム 理想の上向きカールを叶えながらボリュームまつ毛をつくる。

シアーティントルージュUV SPF20・PA++ 価格：1,870円（税込）/1,700円（税抜）
<ライラックピンク> <ブルーミングベージュ>

成分名 機能・効果

色持ちティント処方 ロングラスティング
密着して取れにくいクリスタルパウダーが鮮やかな色調を持
続させる。

ピュア発色センサー 唇の紫ぐすみを補正
紫の補色である黄緑パールを配合することで、くすみを修正
する。

フィルム化コラーゲン

内側から整え、ハリ・ツヤを
与える

角層にうるおいと柔軟性を持続的に与え、ハリとつやを再現。

ヒアルロン酸

大人仕様の愛され発色ルージュ。落ちない！つかない！で人気のティントタイプ。
みずみずしいツヤとほんのり透ける質感、そして大人の落ち着きと可愛らしさが同居する発色が魅力のルージュ。美しい発
色をキープする落ちにくい処方や、ティントなのにみずみずしい保湿効果、唇を守るUVカット効果も嬉しい機能派ルージュ。

無香料、パラベンフリー、アルコールフリー

色名 特徴

ライラックピンク 落ち着きと軽やかさのバランスが絶妙な、大人のためのピンク。

ブルーミングベージュ 大人の唇に映えるナチュラルベージュ。ピンクニュアンスがやさしい血色感をプラス。

※キャップの反対側にもイラス
ト入り。

写真左から

写真左から



Ⓐ：メインカラー ★★★
<サニーグロウベージュ>

木漏れ日のような温かみと繊細な輝き。くすみを払う絶妙発
色のベージュ。

Ⓑ：リフトアップカラー ★★
<スミレピンク>

青みがかった発色で、大人っぽさの中から可愛い表情を引き
出すモーブピンク。

大人の目もとをリフトアップして見せるリフトディファインアイズから、絶妙な組み合わせの2色セットが登場。
ピンクの可愛げと落ち着きを合わせ持つ、スタイリッシュなモーブ系ピンクと、目もとのくすみを払うクリアなベージュ。ピン
クをさりげなく効かせた目もとが、大人の中の可愛げを引き出します。

リフトディファインアイズ デュオ 価格：2,200円（税込）/2,000円（税抜）
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無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー

成分名 機能・効果

フィルム化コラーゲン

肌を内側から整え
ハリ・ツヤを与える

角層にうるおいと柔軟性を持続的に与え、ハリとつやを再現。

ヒアルロン酸

キャンバス粒子
くすみを抑え、

見たままの発色を叶
える

白いキャンバスに色をのせた時にきれいに色が見えるのと同じ環
境を、まぶたの上で叶える粒子を配合。肌色のくすみを拾いにくく、
見たままの色に発色。

極微細パール 上品なツヤ
粒子径が小さく、光沢感の高いパール。肌に上品な輝きを与え、
つややかな印象に仕上げる。板状形状で、肌になめらかに伸びて、
しっかり密着。

★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。
◇基本的な使い方
①：Ⓐを付属のブラシまたは指先で、目の際からアイホールへ広めに重ねる。
②：Ⓑを付属のチップまたは指先で、目尻からアイホールの中央に向かって入れると、ぱっちりとした印象に。さらに下
まぶた３分の２から目尻に向かって引き上げるように入れると、より上向きの目もと印象に。

※ペーパー素材のブック型コンパ
クト。扉を開いてべティーの世界
へ。

ピンクの光で上気肌に。定番のスキンレタッチャーに自然な血色感でさりげなく華やかな印象を与える限定色が登場。
肌質修正下地で人気のスキンレタッチャーに、ピンクの光を増量した今だけの“血色感UP”バージョンが登場。ピンク
のニュアンスと繊細なツヤを感じる仕上がりで、上気したような美肌を生み出します。

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。）

スキンレタッチャー ～ペタルピンク～ SPF25・PA+++ 価格：1,760円（税込）/1,600円（税抜）

成分名 機能・効果

プリズムレタッチ粒子
肌の影や色ムラを飛ばし、
なめらかな肌に整える

ホワイト・ブルー・パープル・ピンク・ゴールドの5色の光を
含んだ粒子。光で肌の影や色ムラを飛ばし、凹凸や色ム
ラをカバー。なめらかで自然なツヤと明るさ、透明感のあ
る肌に整える。

ダブル密着処方 化粧ノリ・持ち向上
両面テープのようにファンデーションと肌をしっかり密着さ
せる。やわらかく伸縮性の高い成分が肌の動きに合わせ
て伸縮し、つけたての仕上がりを長時間キープ。

オイルロック機能 ヨレ、崩れ、くすみ防止
余分な皮脂を吸着し、つけたての美しさをキープ。時間が
たってもくすまず、明るさとカバー力を維持。

スーパーヒアルロン酸

肌を内側から整え、
ハリ・ツヤを与える

角層にうるおいと柔軟性を持続的に与え、ハリとつやを再
現。

フィルム化コラーゲン

ピンクローズピグメント
肌に血色と明るさを

与える

幾層にも重なっている板状の偏光パウダーが、肌上で乱
反射し、ピンク色の光をやわらかく放つ。あたたかな血色
感と明るさをもたらす。

Ⓐ

Ⓑ



バブル全盛期の1989年、「良いと言われる化粧品は高くて続けられない」という女性の本音を受けとめ、それまでの化粧品の常
識を覆し、「一流ブランドの品質を1/3価格で提供する」というブランドコンセプトのもとアテニアは誕生しました。

人生100年時代と言われる現代において「どれだけ美しさの寿命をのばせるか」を課題にし、この30年間エイジングケアの専門

研究を日々進化させてきました。そして、たどりついた結論は遺伝子。進化し続ける皮膚科学研究と遺伝子研究を味方に、美しく、

イキイキと輝き続ける一生に寄り添っていきます。

“世界中のすべての女性の毎日に、「上質を纏う幸せ」を”。素肌はもちろん、心まで豊かさを感じることができる毎日でありたい。

そうした想いから化粧品に留まらず、様々なアイテムへと波及し続け、時代をしなやかに生きる女性を応援しています。

■アテニアとは

まと
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＜報道関係の皆様からのお問合せ先＞

株式会社アテニア

池田 絵理子（eriko_0804@fancl.co.jp）

西川 八重子(yaeko1506@fancl.co.jp）

広告企画グループ PR担当

TEL : 045-226-1452

広報・社長担当 間崎 美佐（mimasaki@fancl.co.jp）

TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459

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＞

フリーダイヤル TEL : 0120-165-333

アテニア美容相談室

シアーラディアンスアイズ 価格：1,320円（税込）/1,200円（税抜）

ジュエリーのように特別な輝きを添えるマルチアイカラー。みずみずしく、うるんだようなツヤをたたえた目もとに。
角度によって表情を変える上品なパールが繊細にきらめくアイカラー。ピンクをはじめ、ブルー・ゴールド・シルバーの偏光
パールやグリッターが、まばゆいジュエリーのような煌めきで、大人の目もとに透明感を与えます。

成分名 機能・効果

プリズムスキンジュエリー
まぶたの

色ムラ・くすみカバー

角度によって色が変わる偏光パールと粒径の異なるガラ
スパールを配合。まぶたに濡れたようなツヤを与え、まぶ
たの色ムラ・くすみをカバー。

濡れツヤ
ロングラスティング処方

美しい濡れツヤを
長時間キープ

汗や皮脂にくすみにくく、まぶたに密着しヨレず、美しい濡
れツヤの仕上がりに。

極微細パール まぶたの凹凸カバー 凹凸をカバーして、ツルんとハリのある印象に。

フィルム化コラーゲン

肌を内側から整え、
ハリ・ツヤを与える

角層にうるおいと柔軟性を持続的に与え、ハリとつやを再
現。

ヒアルロン酸

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー

他のアイカラーに重ねてニュアンスチェンジ
輝きと立体感がプラスされて、いつもと違うカラーが違う表情に。

Cゾーンに入れて立体感と透明感を
光を集めて明るさを演出。Tゾーンやあご先に入れても効果的。

こんな使い方も！
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