
2019年8月21日（水）新発売

【商品概要】

長年のエイジング研究を基に、新発想の技術で、感動のリフトアップ効果で叶える“アイメイクシリーズ”。

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、『リフトアップアイメイク』

（水墨ライナー ・リフトディファインアイズ ・クレーンマスカラ ・ ３Dアイブロウ ・リキッド アイライナー・ペンシル
アイライナー・ジェルアイカラー ・ペンシル アイブロウ）全8アイテム計20色<756円〜2,700円（税込）>を、8月21日
（水）より通信販売および直営店舗にて新発売（一部リニューアル）します。

エイジングを30年研究し続けてきたアテニアだからこそ実現できた

大人女性のための新発想“エイジレスメイク”が登場。

News Release

報道関係各位

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。

写真左から

第1弾 『リフトアップアイメイク』

●リフトディファインアイズ セット(全5色) 価格：各2,700円(税込)  /各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> ※レフィル（詰替用） 価格：各1,836円（税込）/各1,700円（税抜）
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大人女性がエイジングを感じるのは顔のさまざまなパーツの中でも目もとが も多いことが分かっています。

アテニアは長年エイジングを研究し続けた集大成として、“エイジレスメイク”を完成させました。
「目もとに奥行きがなくなった」「目もとがはれぼったく見える」「イキイキした印象がダウンし、たるんだ印象になった」

などという大人の目もと悩みに着目し、目もとはもちろん顔全体の引き上げ効果を叶える『リフトアップアイメイク』を新提案。
陰影効果で立体感を作る「水墨技法」に着眼し、瞳を大きく印象的に見せる「水墨ライナー」、リフトアップカラーで目もと

の印象を引き上げるアイカラー「リフトディファインアイズ」、まつ毛を根元から引き上げるビューラーいらずの「クレーン

マスカラ」、自然な立体眉で若々しさを演出する「３Dアイブロウ」を中心に、かつてない革新的なアイテムが登場します。

2019年6月14日

株式会社アテニア
〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町89-1

●水墨ライナー (全1色)

●クレーンマスカラ (全2色)
●３Ｄアイブロウ (全2色)

価格：1,620円(税込)  /1,500円(税抜)

価格：各1,620円(税込)  /各1,500円(税抜)

価格：各1,836円(税込)  /各1,700円(税抜)

●リキッド アイライナー (全2色)

●ペンシル アイライナー (全2色)
●ジェルアイカラー (全3色)
●ペンシル アイブロウ セット (全3色)

価格：各1,296円(税込)  /各1,200円(税抜)

価格：各1,080円(税込)  /各1,000円(税抜)

価格：各1,296円(税込)  /各1,200円(税抜)

価格：各972円(税込)  /各900円(税抜)
セット内容 <ペンシルアイブロウ>レフィル＋<アイブロウホルダー> ※レフィル（詰替用） 価格：各756円（税込）/各700円（税抜）

＜新発売＞

＜リニューアル＞



【商品詳細】

配合アイテム 成分名 機能

アイライナー共通

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

ヒアルロン酸

アイテム独自成分

水墨ベース 目の拡大効果

密着キープ処方 ロングラスティング

黒一色の濃淡だけで立体感を生み出す水墨画に着想を得た水墨ライナー。
水墨色が作り出す陰影が、自然に瞳を大きく見せます。これまでの線で目のフレームを強調する方法とは全く異なる、
“瞳錯覚”効果を応用した、かつてない概念のアイライナー。ウォータープルーフタイプ。

年齢を重ねることでまぶたが痩せて立体感がなくなった目もとは、奥行きがなくなり目が小さく見えてしまいます。そこでアテニアは、「水墨画の
技法*1」に着目し、失った奥行きを作ることに成功。瞳の遠近感を操作し、“水墨”の奥行き効果で黒目が強調され目を大きく見せます。

▶水墨ライナー 全1色

無香料、無鉱物油、オイルフリー

価格：1,620円(税込)  /1,500円(税抜)

瞳の上に水墨カラーで縦に奥行き

が足されることで、瞳の黒色が
際立ち、立体感が生まれる。

その結果、瞳が前に出たような印象

を与え、輝きも増して見える。
目の
大きさの

印象

＜黒のラインよりも水墨ラインのほうが自然に瞳が目立って大きく見える＞
水墨のような透明な着色剤を使用しているため、適度に肌色を

透かすことができ、肌となじんで目の形を拡大して見せる。

＜水墨カラーによる瞳の遠近効果を引き出す使い方＞
通常のラインを引いたあと、瞳の上に奥行きを足すように太く描く

“まぶたうつりゼロ”の密着処方。
描いた瞬間、くっきりとした目もとを作るリキッドアイライナー。
ヨレない・にじまないを追求し、まぶたうつりゼロを実現した「密着キープ
処方」で、一日中美しいラインをキープします。ウォータープルーフタイプ。

▶リキッド アイライナー 全2色

価格：各1,296円(税込)  /各1,200円(税抜)

配合アイテム 成分名 機能

アイライナー共
通

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

ヒアルロン酸

アイテム
独自成分

密着キープ処
方

ロングラスティング

無香料、無鉱物油、オイルフリー
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▶ペンシル アイライナー 全2色

価格：各1,080円(税込)  /各1,000円(税抜)

にじみやヨレを防ぐフィッティング力UP。
柔らかな描き心地で美しい目もとを叶えるペンシルアイライナー。
「密着オイル」×「ウォータープルーフ」のWロングラスティング処方で
水・汗・皮脂からラインがにじむのを防ぎます。

配合アイテム 成分名 機能

アイライナー共
通

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

ヒアルロン酸

アイテム
独自成分

密着オイル ロングラスティング

スムースポリマー
なめらかな描き
心地を叶える

ウォータープルーフ処方 ロングラスティング

無香料、無鉱物油、アルコールフリー、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）

手前に見せたいものを濃く描き、その周りを淡い色で描く

ことで、黒が際立つ。遠近感により絵に立体感が生まれる。

着目した「水墨画の技法」とは？

中心の黒い丸は水墨で囲んだ

方が奥行きが生まれ、大きく前に
あるように見える。目力アップ

の定説であった黒ラインで囲む

方法より水墨の方が瞳の印象
を前に出して強調することが

できると発見しました。

※瞳を模した図の白目、黒目、黒目の中の輝き(白)の大きさはどれも同じ

＜小さくなった大人の瞳は黒で囲んでも大きくは見えない＞
黒目を際立たせ、存在感を取り戻すことに成功。

*1

ファインブラック（61） ファインブラウン（62）
ファインブラック（61） ファインブラウン（62）

⼩小

ライン無し 黒ライン 水墨ライン

＜新発売＞

＜リニューアル＞

⼤大
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ゆるみがちなまぶたを引き上げ、縦に大きく見せる。
こだわりの「リフトアップカラー」による深みのあるグラデーション効果で、ぱっちり目もとを作るアイカラー。
目を引き上げる「リフトアップカラー」によりグラデーション効果をアップさせるフォルム復元リフトアップテクニックで深みのある目もとを作り、ぱっちり
とした印象的な目もとを演出。さらに、「キャンバス粒子」で見たままの色を目もとでも再現し、くすまず美しい発色を叶えます。自然なのに見違える
ほどリフトアップした若々しい印象の目もとに。

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）

▶リフトディファインアイズ セット 全5色 価格：各2,700円（税込）/各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>

A

B

C D

配合アイテム 成分名 機能

メイク共通

フィルム化コラーゲン
内側から肌を整え、
ハリ・ツヤを与える

ヒアルロン酸

アイカラー共通

キャンバス粒子
くすみを抑え、

見たままの発色を叶える

極微細パール 上品なツヤ

カラー名 色番 特長

カーネリアン
ブラウン

71
王道の赤みブラウンで、温もりのあるまなざしを演出する

ブラウンパレット。

アンバー
ベージュ

72
落ち着いたメイクに仕上げたい、そんな日常使いにも素肌が

映えるワンランク上のナチュラルさを演出するベージュパレット。

ナデシコ
ピンク

73
明るく血色感のあるピンクで、目もとに可愛げを仕込む

ピンクパレット。

オーキッド
ブーケ

74
花が咲いたような華やかさがありながら、大人の目もとにすっと

なじむパープルパレット。

スモーキー
クオーツ

75
みずみずしく澄んだ印象を演出するグレーパレット。

A →トーンアップカラー ★★
B →メインカラー ★★★

C → 「リフトアップカラー」 ★★
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。

配合アイテム 成分名 機能

メイク共通
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
ヒアルロン酸

アイカラー共通
キャンバス粒子 くすみを抑え、見たままの発色を叶える

極微細パール 上品なツヤ

アイテム
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

Wカバー設計 凹凸・くすみカバー

ひと塗りで上品な濡れ艶感を演出する人気のジェル状アイカラーが、小ジワやまぶたのくすみを一掃する「Ｗカバー設計」 で新登場。
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に、「凹凸カバー効果のある粒子」と「色ムラ・くすみカバー効果のある粒子」を
Wで組み合わせることで、小ジワ、キメの粗さ、肌の凹凸やくすみを隠す設計を実現。ひと塗りで美しい立体感を演出します。

無香料、無鉱物油、アルコールフリー、パラベンフリー

▶ジェルアイカラー 全3色 価格：各1,296円（税込）/各1,200円（税抜）

カラー名 色番 特長

レディブラウン
81

深みがあり女性らしいブラウン

スキンベージュ
82

肌をきれいに見せるベージュ

モダンピンク
83

現代的で落ち着いたピンク

＜新発売＞

※化粧直しに便利な鏡付き

＜リニューアル＞

単品販売 <アイカラー>レフィル（詰替用） 価格：各1,836円（税込）/各1,700円（税抜）
コンパクトケース（アイカラー用） 価格：540円（税込）/500円（税抜）
チップセット（アイカラー用） 価格：370円（税込）/343円（税抜） ※既存品



4/5

クレーンのように根元からリフトアップ。ビューラーいらずで、ドラマティックな上向きまつ毛に。
こだわりの「カールアップ設計」でハリ・弾力のあるワックスが、まつ毛の根元に自然なボリュームを付与しながらしっかりと立ち上げ、「カール
キープ設計」で超軽量の繊維によってまつ毛が重くならず、長く見せながらも、一日中カールをキープ。上向きまつげが続き、目もとの印象を
クリアに大きく演出します。落ちにくいウォータープルーフタイプ。

▶クレーンマスカラ 全2色 価格：各1,620円(税込)  /各1,500円(税抜）

配合アイテム 成分名 機能

アイテム独自成分

まつ毛ケア成分 まつ毛ケア

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）カールキープ設計

お湯オフ処方
ウォータープルーフなのに、

お湯で簡単にオフできる

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）

＜目の拡大効果＞

付けまつ毛にマスカラを30回塗布

（10回ごとにバルク継ぎ足し）した。
塗布前後の真横からの写真を用い、
カーブ底辺からの立ち上がり高さと

生え際からの距離からまつ毛の角度を
計測した。

＜カールアップ実験＞

商品 配合アイテム 成分名 機能

３Ｄアイブロウ ベース
（密着下地）

アイブロウ共通 眉毛ケア成分 眉毛ケア

アイテム独自成
分

マグネットフィクサー
設計

ロングラスティング

３Ｄアイブロウ パウダー
（立体パウダー）

アイブロウ共通 眉毛ケア成分 眉毛ケア

アイテム独自成
分

極微細繊維
立体感のある
眉に仕上げる

マグネットフィクサー
設計

ロングラスティング

落ちない立体眉を自然につくる。独自の密着下地とこだわりのパウダーが吸い付くようにフィットし、長時間自然な
仕上がりをキープ。毛の無いところでも、自然で存在感のある眉を作り出します。

無香料、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、オイルフリー

▶３Ｄアイブロウ 全2色 価格：各1,836円(税込)  /各1,700円(税抜)

仕上がりをキープする「眉専用下地」を採用した、肌・ベース・パウダーが吸い付くように密着する「マグネットフィクサー設計」により、まるで自分の眉
のような自然な仕上がりになり、消えたりヨレたりせず、きれいな仕上がりを一日中維持します。さらに、透明な２種の長さの異なる繊維がまるで自眉
かのような自然な立体感を演出。ふんわりと立体感のある印象を叶えます。

・3Dアイブロウ ベース
・3Dアイブロウ パウダー 無香料、無鉱物油、パラベンフリー

＜新発売＞

＜新発売＞

ナチュラルブラウン（71） アッシュブラウン（72）

ファインブラック（31） ファインブラウン（32）

（3Dアイブロウ ベース） （3Dアイブロウ パウダー）

塗布前 塗布後

ク
レ

ン

マ
ス
カ
ラ

ア
テ
ニ
ア

パ

フ
ェ
ク
ト

マ
ス
カ
ラ

縦幅 24.0mm 35.0mm

縦幅 23.4mm 30.0mm

146％
拡大効果

128％

拡大効果

旧：124％ 新：147％ 旧：121％ 新：146％
（維持率 97.2％） （維持率 99.2％）

＜直後のカールアップ＞ ＜8時間後のカールアップ＞

塗布前 塗布後

ク
レ

ン

マ
ス
カ
ラ

ア
テ
ニ
ア

パ

フ
ェ
ク
ト

マ
ス
カ
ラ

角度

8時間後

角度 28.72° 35.68° 34.70°

25.94° 38.05° 37.74°

（3Dアイブロウ ベース／3Dアイブロウ パウダー）
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配合アイテム 成分名 機能

アイブロウ共通

眉毛ケア成分 眉毛ケア

極微細繊維
立体感のある
眉に仕上げる

アイテム独自成分 密着キープ処方 ロングラスティング

楕円の芯で細い先端も太い面も描きやすく極微細繊維を配合し、ふんわり立体眉を作るペンシルアイブロウ。

▶ペンシル アイブロウ セット 全3色 価格：各972円(税込)  /各900円(税抜)

「極微細繊維」配合でペンシルなのに、パウダー仕上げのような立体的な眉印象を実現。肌になじみやすいペースト油を配合しているため、
肌への密着感が高く、にじみづらい設計となっています。ウォータープルーフタイプ。

株式会社アテニア 営業戦略本部 通販営業部

広告企画グループ PR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

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」という女性たちの本音を受けとめ、

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達を応援しています。

まと

「シンプルさ」「使いやすさ」を踏襲し、「上品さ・洗練さ」を体現する容器デザインへとリニューアルします。

上品さを体現するブラックと、アテニアらしさを体現するレディブロンズを組み合わせ、洗練された印象を演出。
細部に丸みを持たせた形状で、女性らしさと手馴染みの良さが特長です。

セット内容 <ペンシル アイブロウ>レフィル＋<アイブロウホルダー>

単品販売 <ペンシル アイブロウ>レフィル（詰替用） 価格：各756円（税込）/各700円（税抜）

チャコールグレー（81） ナチュラルブラウン（82） アッシュブラウン（83）

＜リニューアル＞

【新デザインについて】

無香料、アルコールフリー、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）


