
2018年6月13日（水）新発売 

【商品概要】 

  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 夏限定メイク』 

（スフレタイプ リップ&チークカラー・フェイスパウダー・マスカラ・リキッドアイライナー・ジェルアイカラー）全5アイテム、 

8色<1,296円〜2,160円（税込）>を、6月13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。 

擦りガラスのような涼やかな質感の“フロストメイク”で、 

陽ざしも味方にする夏美人へ 

2018年4月27日  
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〒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を採用したメイクラインから、夏限定アイテム
が登場。この夏のトレンドである、擦りガラスのような涼やか
な質感を演出する“フロストメイク”アイテムに、夏のサンラ
イズタイム、サンセットタイムのやわらかい陽ざしをイメージ
したトレンドカラーを取り入れたラインナップです。 

 

 肌につけた瞬間ひんやり、さらさら透明肌仕上げのフェイ
スパウダーや、リップにもチークにも使えるスフレタイプの 
新感覚カラーアイテム、どんなラインも思いのままに描ける
アイライナーが新登場。定番人気アイテムの「ジェルアイカ
ラー」や「マスカラ」の限定色とあわせて、夏の陽ざしを味方
につけた表情美をつくります。 

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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写真上から 

ジェルアイカラー 限定色/全2色 

価格：各1,296円（税込）/各1,200円（税抜） 

フロスティフェイスパウダー ※限定アイテム/全1色 

価格：各2,160円（税込）/各2,000円（税抜） 

スフレッタ リップ&チーク ※限定アイテム/全2色 

価格：各1,728円（税込）/各1,600円（税抜） 

『2018年 夏限定メイク』 数量限定 

イージーシャープライナー ※限定アイテム/全1色 

価格：1,296円（税込）/1,200円（税抜） 

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> 

パーフェクトマスカラ 限定色/全2色 

価格：各1,620円（税込）/各1,500円（税抜） 
ピンクローズピグメント 

肌上で乱反射 

バラの様な形状 

ピンクの光を放つ“ピンクローズピグメント” ※ベースメイク共通 

バラの花弁のように、幾層にも重なって構成されている 
ため、肌上で乱反射し、ピンク色の光をやわらかく放ち 
血色感、明るさ、ハリ・ツヤを演出します。 

アテニアのメイクラインは<隠しピンク設計>です。 

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。 
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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 

肌を内側から整え、ハリ・ツヤを与える。 
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＞ 

スフレッタ リップ&チーク
独自成分 

高発色処方 透明感がありながら高い発色を叶える。 

軽やかなつけ心地を 
叶える処方 

軽い付け心地を叶える。 

フロストムース処方 擦りガラスのような質感を叶える。 

スフレのような軽やかさで、さらりと溶け込み、擦りガラス調の涼やか質感で色付くリップ&チークカラー。 
“高発色処方”*2で透明感がありながら高い発色に。また“軽やかなつけ心地を叶える処方”*3によって、べたつかずにスルスルとなじみ、 
スフレのような軽やかなつけ心地を叶えます。さらに“フロストムース処方”*4がクッション感と擦りガラスのようなマット感を実現しました。 

無香料、無鉱物油、アルコールフリー、オイルフリー、パラベンフリー 

▶スフレッタ リップ&チーク<サンライズコーラル><サンセットレッド>         
限定アイテム/全2色 

ジェットミルという機械で微粉砕した色素を使用し、細かくすることによってより均一に分散しムラなく高発色。 *2  高発色処方：  

真球状パウダーを使用することで、スルスルとした軽いタッチを実現。 *3  軽やかなつけ心地を叶える処方：  

クッション感と擦りガラスのようなマット感のある処方を実現。肌に塗付すると光を散乱させるため、マットに見える。 *4  フロストムース処方：  

カラー名 色番 特長 

サンライズコーラル 
91 ・ほんのりピンクを感じるオレンジ。 

・肌に近いヌーディなカラーで、肌をきれいに見せる。 
 

サンセットレッド 
92 ・透明感のある鮮やかなレッド。 

・ほんのり上気したような自然な血色感を与え、  女性らしい 
 表情に仕上げる。 

価格：1,728円（税込）/1,600円（税抜） 

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・ツヤを与える。 
ヒアルロン酸 

ベースメイク共通 ピンクローズピグメント 
肌に血色と明るさを与え、発色を高める。 
＜隠しピンク設計＞ 

フロスティフェイス 
パウダー独自成分 

クールダウンさせる処方 肌にひんやり感を与える。 

汗・皮脂の吸着処方 汗・皮脂を吸着し、化粧崩れを抑える。 

ひんやり粒子のウォータリーパウダーが肌に溶け込み、擦りガラスのような涼やかな肌質感に仕上げる粉おしろい。 
肌を涼やか質感に変える“クールダウンさせる処方”*5によって肌にひんやり感を与えます。 
また“汗・皮脂の吸着処方”*6が皮脂を吸着し、さらりとなめらかな状態をキープします。 

▶フロスティフェイスパウダー<ペールアクア>                     
限定アイテム/全1色 

水分を多く含み、水が揮発する際にスーッとしたひんやり感を与える。 *5 クールダウンさせる処方：  

汗・皮脂を吸着するパウダーが、汗や余分な皮脂を抱え込み、化粧崩れを起きにくくする。 *6 汗・皮脂の吸着処方：  

無香料、無鉱物油、 
アルコールフリー、 
オイルフリー 

価格：2,160円（税込）/2,000円（税抜） 

 
＜クールダウンさせる処方＞ 

保湿剤が肌の潤い
をキープ 

パウダーと一緒に保湿剤が転がっていき、
肌全体に伸び広がります。 

水が揮発していき、スーッとした
ひんやり感を与えます。 

揮発しない保湿剤は肌の上に残り
肌の潤いを持続させます。 

水は揮発 

塗布中 塗布後 

パウダー 

保湿剤 水+保湿剤 
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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・ツヤを与える。 
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＞ 

イージーシャープライナー
独自成分 

ダブルプルーフ処方 汗、皮脂に強く化粧崩れしにくい。 

速乾性のある処方 速乾性に優れ色移りしにくい。 

目のキワまでも思いのままに描ける、太・細自在のリキッドタイプのアイライナー。 
太くしっかりとしたラインから繊細なラインまで、ヨレずに美しく仕上げます。特に極細ラインが簡単に描ける筆形が特長です。 
さらに、“ダブルプルーフ処方”*9で一日中シャープなラインをキープ。“速乾性のある処方”*10が塗布時のヨレや色移りを防ぎます。 

▶イージーシャープライナー<ニュアンスブラウン>  
限定アイテム/全1色 

水分散体の皮膜成分を配合。肌に塗布した後、撥水撥油作用が生まれる。 *9  ダブルプルーフ処方：  

描いた後にすばやく乾くように、揮発成分を多く配合した処方設計のため、塗布時や瞬き、目もとのシワによるヨレ・ 
色移りがしにくい。 

*10  速乾性のある処方：  

カラー名 色番 特長 

ニュアンスブラウン 
・大人が使いやすいニュアンスブラウンカラーが、抜け感を 
  演出し、涼しげな目もとに。 

価格：1,296円（税込）/1,200円（税抜） 

弱酸性、無香料、アルコールフリー、オイルフリー、無鉱物油 

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 

まつ毛に潤いと柔軟性を持続的に与え保護する。 
ヒアルロン酸 

ポイントメイク共通 クリア発色パウダー 
クリアで美しい発色を実現。 
＜隠しピンク設計＞ 

パーフェクトマスカラ 
独自成分 

パンテノール 保湿、毛質保護。 

オタネニンジンエキス 保湿、毛質保護。 

カールキープ成分 上向きまつ毛をキープ。 

人気定番マスカラに、クールな色味が目もとに涼しさを仕込む、夏の限定色が登場。 
 

”カールセットブラシ” *7と“カールキープ成分” *8で、まつ毛を根元から持ち上げ、顔の印象まで明るく見せながら、長く、濃く、艶やかな 
質感で女性らしい印象的な目もとを演出します。 

▶パーフェクトマスカラ<サンライズグレー><サンセットネイビー> 
限定色/全2色 

カラー名 色番 特長 

サンライズグレー 

29 ・黒みを抑えた軽さのあるグレー。 
・抜け感のあり、さりげなくクールな目もと印象に仕上げる。 
 
 

サンセットネイビー 

30 ・やや黒みがあり、彩度を抑えたネイビー。 
・この夏らしい黒みのあるネイビーが、女性らしさと涼やかさの 
 ある落ち着いた目もと印象に仕上げる。 
・ほんのりパール入りで、遊び心を演出しながらも品よく目もとを 
 ひきしめる。 

価格：1,620円（税込）/1,500円（税抜） 

日本人の目のカーブ、毛の間隔に合わせて設計したブラシによりまつ毛を根元から持ち上げ、上向きまつ毛が持続。 *7  カールセットブラシ：  

夏場でも軟化しにくい性質のワックス、植物性のカルナウバロウが、キープ力を飛躍的にアップ。 *8  カールキープ成分：  

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） 
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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。」 

をフラ゙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。 

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・ツヤを与える。 
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。 

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に、清涼感のある夏の限定色が登場。 
 

クールな色味が、目もとに涼しさを仕込む、夏の限定色登場。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。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”*11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、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） 

▶ジェルアイカラー<サンライズグリーン><サンセットブラウン> 
限定色/全2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る。 

*11 グラデーションマルチパール：  

カラー名 色番 特長 

サンライズグリーン 64 ・ほんのり青みを感じる透明感のあるグリーン。 
・この夏らしい落ち着いた青みのあるグリーンが涼やかな目   
 もとをつくる。 
パール★★★★ 

サンセットブラウン 65 ・肌なじみの良いベージュよりのライトブラウン。 
・赤みを抑えた使いやすく軽さのあるライトブラウンで落ち着 
 いた 目もとをつくる。 
パール★★★ 

★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）/1,200円（税抜） 

■アテニアとは 

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

