
2019年9月18日（水）リニューアル新発売

【商品概要】

大人女性の「何だか疲れて見える」原因は、“肌ぐすみ”と“パーツやせ”。エイジレスメイク第２章は、頬と唇に

仕込んだ「血色感＆立体感」で、肌の美しさを引き立てる新装メイクアップアイテムが登場。

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、『リップ＆フェイスカラー』

（プライムルージュ・ニュアンスグロス・リップライナー・シマリングチーク・グロウハイライト）全5アイテム計17色
<972円〜2,376円（税込）>を、9月18日（水）より通信販売および直営店舗にてリニューアル新発売します。

頬と唇に「血色感」と「立体感」を取り戻す

“エイジレスメイク”第２章

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。

『リップ＆フェイスカラー』

●プライムルージュ (全10色)

●ニュアンスグロス (全2色)
●リップライナー セット (全2色)

価格：各1,836円(税込)  /各1,700円(税抜)

価格：各1,512円(税込)  /各1,400円(税抜)
価格：各972円(税込)  /各900円(税抜)

セット内容 ＜リップライナー＞レフィル＋ ＜リップライナーホルダー＞ ※レフィル単品販売 価格：各756円（税込）/各700円（税抜）
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アテニアは、大人女性の「今までのメイクが決まらなくなってきた」という悩みに着目して、独自のエイジレスメイクを開発。
アイメイクに続く第２章は、年齢を重ねることによる唇の変化に着目し、ひと塗りで唇を華やかに彩り、表情までも明るく魅せる
大人のための美発色ルージュや、上質な輝きをまとう唇に仕上げるグロスルージュ、唇に立体感を与えルージュの持ちを良く
するなめらかリップライナー。さらに光とツヤで肌を明るく立体的に見せるハイライトや肌に溶け込むような血色感をつくる
チークで頬と唇に「血色」と「立体感」を仕込み、大人の“エイジレスメイク”を作るアイテムへパワーアップしました。
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●シマリングチーク セット (全2色) 価格：各2,376円(税込)  /各2,200円(税抜)
セット内容 ＜チーク＞レフィル＋＜コンパクトケース＞＋＜ブラシ＞ ※レフィル単品販売 価格：各1,512円（税込）/各1,400円（税抜）

●グロウハイライト セット(全1色) 価格：2,376円(税込)  /2,200円(税抜)
セット内容 ＜ハイライト＞レフィル＋＜コンパクトケース＞＋＜ブラシ＞ ※レフィル単品販売 価格：1,512円（税込）/1,400円（税抜）

株式会社アテニア
〒2 3 1 - 0 0 2 3

神奈川県横浜市中区山下町8 9 - 1

※以下、容器のみリニューアル。

消費税引き上げにより、10/1(火)より税込価格が、税抜価格プラス10％に変更となります。



【商品詳細】

配合成分 成分名 機能

リップアイテム共通

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

ピュア発色センサー 唇の紫くすみを補正

高抱水性オイル 唇にツヤやかなうるおいを与える

見たままの色を楽しめる人気ルージュが、さらに進化。ふっくら印象の“血色感ルージュ”。

年齢を重ねることで進行する大人特有の唇の「紫くすみ」に対応する、見たままに発色する「ピュア発色センサー」*1を採用した、ひと塗りで唇も
肌も華やぐ大人の女性のためのルージュシリーズ。さらに、高抱水性オイルを増量配合し唇にツヤやかなうるおいをプラスし唇のうるおいを持続
させます。

▶プライムルージュ

全10色
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価格：各1,836円(税込)  /各1,700円(税抜)

無香料、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）

カラー名 色番 特長

ザ・ピンク 11 大人の女性にこそ似合う、明るいピンク。ひとさじの可愛らしさで、シーンや気分を選ばず、

誰でも、どんなときにもパッと華やぎ明るい印象になれる万能色。

クラシックピンク

★

12 パッと目を惹く黄み系ピンク。今にも花の香りがしてきそうな上品な色味が周りまでも幸福感に

包み込む。日常やファッションをワンランク上げたいときに。

ベビーピンク 13 シアーな発色で、唇そのものが綺麗で柔らかく見えるコーラルピンク。どんな表情もたちまち愛

嬌ある印象にし、家でくつろぎたいときにも、ちょっとそこまで…の気軽なお出かけシーンにも
気負わないピンク。

イノセントピンク

★

14 混じり気がなく、春に咲く桜のように誰からも愛される柔らかなピンク。

初対面のシーンや学校行事などでも華やかかつ快い印象を残します。

プリマベージュ 15 等身大の自分でいたい…誰にでもある日常で、頑張らないのに「なんかいいね」と褒められる。

そんな肩ひじ張らない大人のための主役級ベージュ。

ガーデンローズ 16 庭園に咲き誇る花のように優雅な印象のローズカラー。

青み、赤みのバランスが良く、ひと塗りで華やかさが際立ちます。

スイートローズ 17 優しい雰囲気の中に華を添える、女性らしさ際立つローズ。

女子会、夜のお出かけやパーティーなどシーンを選ばずどんなときにも。

グランレッド

★

18 ひと塗りで、かっこよく、堂々とした表情へと導く王道の黄み系レッド。普段の自分を瞬時に変

えるスパイスとして、パーティーシーンはもちろん、白シャツなどに合わせてカジュアルな装い
にも。

ジェントルレッド 19 落ち着いたベージュ系のレッドで、どこか余裕のある印象に。

気持ちを穏やかにしたいとき、オフィスシーンにも。

スパイシーレッド 20 都会的で個性の引き立つ印象。ほんのりブラウンぽさのある深みレッド。

落ち着いた発色はシーンを選ばずに纏える。

▶色展開

＊1  『ピュア発色センサー』による新発想ルージュの秘密

若い唇は適度な血色感があって赤みがあるのに対し、

年齢を重ねるとヘモグロビン量が減少し、次第に血色感が

弱まっていきます。そのため、唇全体に「紫色」の傾向が

強くなります。

*1“ピュア発色センサー”が唇の紫色を補正。

ルージュ本来の色だけが発色するので、唇の色にかかわらず、
ルージュの色そのままの美しい唇を叶えます。

★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。）

センサーなし センサーあり
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カラー名 色番 特長

プレシャスグロウ
61 ぷるんとリッチな艶×血色感をプラスするグロスルージュ。重ね

使いはもちろん、1本でもうるおいとほんのり血色感を与えられるの
でリップクリーム代わりのお守りアイテムとしても。

スパークリンググロウ

★★

62 みずみずしいパールの煌めきをプラスするグロスルージュ。いつも

のスティックルージュに少し華やかさを足したいときにおすすめ。

ルージュの上から重ねて、ニュアンスチェンジ。ツヤときらめき、上質な輝きニュアンスで唇を格上げする“大人専用グロス”。

ルージュの表情をチェンジする楽しさに加えて、唇の凸凹を包み込むほどの厚みを持つ独自成分「ぷるんと艶オイル」が、圧倒的なみずみずしさと
立体感を与えます。

▶ニュアンスグロス

全2色 価格：各1,512円(税込)  /各1,400円(税抜)

配合成分 成分名 機能

リップアイテム共通

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

ピュア発色センサー 唇の紫ぐすみを補正

アイテム独自成分 ぷるんと艶オイル 唇に立体感と艶を与える

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）

カラー名 色番 特長

ピンクベージュ
71 落ち着いたベージュ系ピンク。

肌馴染みが良く、華やかなルージュともマッチ。

レッドベージュ
72

ニュートラルなレッドベージュ。血色感のある自然な仕上がり。

なめらかなタッチで美しいリップラインが描けるリップライナー。唇に自然に溶け込み、リップメイクの持ちを高めます。

「密着キープ処方」で肌なじみが良くなめらかに伸びる油剤が密着感を与え、接着力の高い成分が、ルージュやグロスの持ちを高めます。
ルージュの色とは混ざりにくい設計のため、ルージュの発色を損ないません。

価格：各972円(税込)  /各900円(税抜)

配合成分 成分名 機能

リップアイテム共通

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

ピュア発色センサー 唇の紫くすみを補正

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、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）

▶リップライナー セット

全2色
セット内容 ＜リップライナー＞レフィル＋ ＜リップライナーホルダー＞

単品販売 ＜リップライナー＞レフィル 詰替用 価格：756円（税込）/700円（税抜）
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配合成分 成分名 機能

フェイスカラーアイテム
共通

フィルム化コラーゲン
肌を整え、ハリ・ツヤを与える

ヒアルロン酸

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

ブライトベールパウダー くすみを抑え、明るさを高める

極微細パール 上品なツヤ

ベルベット処方 しっとりした質感

しっとりした感触で、肌に溶け込むようになじみ、なめらかにフィット。肌の内側から上気したような自然な血色感とツヤを演出します。
パウダーでありながら、肌に溶け込むようになめらかにフィットする血色チーク。明るい光のベール効果で、くすみを抑え、きれいな仕上がりにする
「ブライトベールパウダー」と、パウダーをオイルでコーティングした「ベルベット処方」により、ツヤやかに、ナチュラルな血色感を作り出します。

無香料、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）

▶シマリングチーク セット

全2色

価格：各2,376円(税込)  /各2,200円(税抜)

セット内容 ＜チーク＞レフィル＋＜コンパクトケース（チーク・ハイライト共通）＞＋＜ブラシ＞

配合成分 成分名 機能

フェイスカラーアイテム
共通

フィルム化コラーゲン
肌を整え、ハリ・ツヤを与える

ヒアルロン酸

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

ブライトベールパウダー くすみを抑え、明るさを高める

極微細パール 上品なツヤ

ベルベット処方 しっとりした質感

無香料、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）

▶グロウハイライト セット

全1色
価格：2,376円(税込)  /2,200円(税抜)

セット内容 ＜ハイライト＞レフィル＋ ＜コンパクトケース（チーク・ハイライト共通）＞＋＜ブラシ＞

ひと刷けで肌にとけこむ自然な光・ツヤを集め、明るい印象に仕上げるハイライト。肌に自然になじんで、明るさと立体感を生みだします。

粒子径が小さく、光沢感の高い「極微細パール」が肌に上品な輝きを与え上品なツヤを演出。肌になめらかに伸びて、密着。明るい光のベール
効果で、くすみを抑え、きれいな仕上がりにする「ブライトベールパウダー」と、パウダーをオイルでコーティングした「ベルベット処方」により、肌に
溶け込むようになじみ、透明度が高く濡れたようなツヤを生みます。

カラー名 色番 特長

ローズピンク
81 しっとりとした艶感のある上品なローズピンク

オレンジコーラル

82 肌なじみ抜群のフレッシュで自然な血色感を作るコー

ラルカラー

単品販売 ＜チーク＞レフィル 詰替用 価格：1,512円（税込）/1,400円（税抜）
コンパクトケース 価格：540円（税込）/500円（税抜）

単品販売 ＜ハイライト＞レフィル 詰替用 価格：1,512円（税込）/1,400円（税抜）
コンパクトケース 価格：540円（税込）/500円（税抜）

価格：370円（税込）/343円（税抜）

価格：370円（税込）/343円（税抜）

※容器のみリニューアル
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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

※容器のみリニューアル

ブラシ

ブラシ


