
① シルキービジョン ファンデーション セット（全5色） ・・・・ 2,916円 

② ヌーディトーン ファンデーション（全5色） ・・・・ 2,160円 

③ UVクリア ファンデーション パウダー セット（全5色）  ・・・・ 2,916円 

④ UVクリア ファンデーション リキッド（全5色） ・・・・ 2,160円 

⑤ ブライトニング ルースパウダー セット ・・・・ 2,808円 

⑥ リファインプレストパウダー セット ・・・・ 2,700円 

⑦ クリアアップベース（全3色） ・・・・ 1,728円 

⑧ アイブライトアップ コンシーラー  ・・・・ 1,296円 

⑨ スポッツカバー コンシーラー ・・・・ 1,296円 

① プライムルージュ（全10色） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,620円 

② リップライナー セット（全2色） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 972円 

③ ライティングアイカラー セット（全4種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,700円 

④ シマリングチーク セット（全3種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,376円 

⑤ グロウハイライト セット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,376円 

⑥ ペンシルアイブロウ セット（全3色） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 972円 

⑦ パウダーアイブロウ（全3色） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円 

⑧ ペンシルアイライナー（全2色） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円 

2015年3月16日（月）発売 

  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、アイテムそれぞれに計算された 

『隠しピンク設計』という新発想によるメイクラインを誕生させました。（ヘアメイクアーティスト 二法田サトシ氏監修）  

ポイントメイク8アイテム（972円〜2,700円）、ベースメイク9アイテム（1,296円〜2,916円）を、3月16日（月）より通信販売 

および直営店舗にて新発売します。 

2015年2月27日  

News Release 株式会社アテニア  
〒231-0023  

神奈川県横浜市中 区 山下 町8 9- 1  

報道関係各位 

◆アイテムそれぞれに計算された新発想の『隠しピンク設計』 
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大人の表情美メイク誕生。 

加齢による肌のくすみ・たるみによる影をカバーする新発想『隠しピンク設計』 

アテニア メイクライン 新登場 

 “大人の表情美”を埋もれさせてしまう肌のくすみや影を払拭させるための新発想『隠しピンク設計』を採用。 

すべてのアイテムに忍ばせたピンクのやわらかな光が大人の表情をひときわ美しく演出します。 

さらに、内側から整えてハリ・ツヤのある肌になるための“フィルム化コラーゲン” と“ヒアルロン酸” を配合。 

いきいきとした表情の美しさまで引き出す革新的な設計です。 

▶ベースメイク 
“ピンクローズピグメント” という粒子を配合。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。 

ピンクローズピグメント 肌上で乱反射 

バラの様な形状 

クリア発色パウダー レフ版効果で美しい発色 

▶ポイントメイク 
レフ板効果のあるピンク色の板状粉体“クリア発色パウダー”を配合。 
大人の肌の気になるクスミ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つややかに発色させます。 

【ベースメイク】 

【ポイントメイク】 ※価格はすべて（税込）です。 

◆お客様のメイク悩みに応える新メイクライン。大人の女性の美しさを引き出す。 

 「まぶたや唇がくすんで、きれいに発色しない。」「シミが隠れない」など、大人の女性はシワ・シミ・たるみなどの 

肌悩みが顕在化してきます。アテニアでは“しっかりと隠す”メイクラインを開発するのではなく、 

年齢を重ねることでできる感性豊かな表情“大人の表情美”を引き出す商品を開発しました。 

・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 

・・・ 

・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

faccie 主宰。 女性ファッション誌、美容雑誌をはじめTV出演や 

メイクイベントでのメイク指南などで幅広く活躍。 

著書『HAPPY WEDDING HAIR&MAKEUPORDER BOOK』を出版。 

監修 ヘアメイクアーティスト 二法田サトシ氏 



色番 商品名 商品特長 

41 ★ トゥルーベージュ 洗練された印象をつくるヌーディベージュ。 

42 ★ サクラベージュ 誰にも愛される好感度の高いピンク系ベージュ。 
 

43 ★★ カシスベージュ 肌を明るくみせる華のあるローズ系ベージュ。 
 

44 ★ ハニーベージュ 肌なじみがよく、ヘルシーなイエロー系ベージュ。 

45 ★ チアーベージュ 赤を潜ませた肌映え抜群の大人ベージュ。 

46 ★ ペタルピンク 唇に花咲くような幸福感あふれるピンク。 
 

47 ★ スイートローズ 肌色がクリアに映え、女性らしさが際立つローズ。 
 

48 ★★ サンセットコーラル 肌を健康的にみせる深みのあるコーラルオレンジ。 

49 ★ レディブラウン 知的なイメージのピンクを含んだ深みブラウン。 
 

50 ★ ガーネットレッド 鮮やかに印象づけるグラマラスな鮮やかレッド。 

▶リップメイク 〜唇から表情が目覚める大人発色〜 

―商品概要（ポイントメイク）― 

唇のくすみを払う『隠しピンク設計』と、年齢を重ねた肌の研究から生まれた肌映えカラーが、 

肌色を明るく美しく演出。“ふっくらアップ成分※1” が気になる唇の縦ジワをカバーし、 

体温でとける“密着艶オイル※2”がしっとり艶やかにキープします。 

プライムルージュ  価格：1,620円（税込） <全10色> 

色番 商品名 商品特長 

41 レッドベージュ 
 

リップラインを引き締めたいときに。 

42 ピンクベージュ 
 

唇の輪郭を自然に整えたいときに。 

リップライナー セット <レフィル>＋<ホルダー>  価格：972円（税込） <全2色> 

・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。） 

・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。） 

光拡散によるソフトフォーカス効果で、くちびる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。 

体温でとろけるペースト状のオイルを配合。ルージュの膜がくちびるに密着し、官能的なほどにしっとり艶やかな仕上がりをキープします。 

やわらかく、なめらかなタッチで、どんな色のルージュにも自然にとけ込み、美しいリップラインが 
思い通りに描けるカートリッジタイプ。ラスティングベース配合で肌に密着し、化粧崩れを防ぎます。 

◆ひと塗りで表情まで明るくする肌映えルージュ。大人の表情の美しさを際立たせます。 

＊リップブラシ付き 

＊ ★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。 

※1“ふっくらアップ成分”・・・ 

※2“密着ツヤオイル”・・・・・ 

◆ 
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色番 商品名 商品特長 

21 シャンパンベー
ジュ 
（ブラウン系） 

透けるようなベージュからゴールドへの 
絶妙グラデーションがシックな陰影を演出。 
 

22 カシミアローズ 
（ピンク系） 

大人の新定番というべき絶妙なバランスの 
スモーキーローズがフェミニンな輝きを演出。 
 
 

23 シアーライラック 
（パープル系） 

ニュアンスのあるグレイッシュパープルの 
グラデーションが華やぎと品格を演出。 
 
 

24 アクアアイリス 
（ブルー系） 

繊細にきらめくアイリスブルーの 
グラデーションが、凛とした知的な 
目もとを演出。 
 

▶アイカラー 〜澄みわたる明るいまなざしへ〜 
4色の光と極微細パールが織りなすツヤ技アイカラー。 

ピンクの光を潜ませた“隠しピンク設計”に加え、色を重ねるほどにクリアに発色する 

“光色パウダー※3”の加算効果で、まぶたのくすみやたるみによる影を払拭。 

さらに“極繊細パール※4”がハリのある印象に整えて大人の目もとを明るく華やかに彩ります。 

ライティングアイカラー セット <アイカラー> レフィル＋<コンパクトケース>＋<チップセット> 価格：2,700円（税込） <全4種> 
・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。） 

※3“光色パウダー”… 

※4“極微細パール”… 

▶フェイスカラー 〜ぬくもりの上向き頬へ〜 
チークには頬に上気したような血色感と立体感を生み出す“フェイスアップパウダー※5”を配合し、頬がリフトアップしたような印象を与えます。 

フェイスパウダーには“スキングロウパウダー※6”がツヤを与えダブル効果で、いつも微笑んでいるような表情をつくります。 

・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 <チーク> レフィル＋<コンパクトケース>＋<ブラシ>  価格：2,376円（税込） <全3種> 

グロウハイライト セット <ハイライト> レフィル＋<コンパクトケース>＋<ブラシ>  価格：2,376円（税込）  

・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。） 

※5“フェイスアップパウダー”… 

※6“スキングロウパウダー”… 

◆しっとりうるおっているような上質なツヤで、ハリのある肌へ。 

①トーンアップカラー ★★ 

②メインカラー ★★★ 

③マルチライティングパール ★★★★ 

④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。 

 

色番 商品名 商品特長 

61 シマーローズ アンティークローズのようなシックな薔薇色が 
血色感を演出。女性らしい印象に。 

62 シマーコーラル 黄みをブレンドしたピンクが表情をイキイキと
演出。ヘルシーな印象に。 

63 シマーテラコッタ ベージュをブレンドしたテラコッタが大人の肌
にベストマッチ。立体的な顔立ちに。 

① 

② ③ ④ 

クリアな発色とツヤ与えるパウダー。面が広くなめらかな板状粉体が、美しいツヤを放ちながら発色を高め、いきいきとした仕上がりに。 

肌になじみながら、クリアな明るさを与えるパウダーです。なめらかで、透明度の高い粉体なので、肌がうるおっているかのような 

美しいツヤのある仕上がり。顔立ちに自然な立体感と、ハリのある印象を与えます。 

ピンクに、オレンジ・ブルー・イエローの光色がブレンドされ、クリアな発色と肌なじみを両立したパウダー。 

極繊細パールによる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元に。 
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色番 商品名 商品特長 

41 チャコールグレー 
 

カートリッジタイプで、 
なめらかになじみながら  
 一本一本、まるで自眉のような 
繊細な仕上がり。 42 ナチュラルブラウン 

 

43 ライトブラウン 
 

▶アイブロウ、アイライナー 〜目もと印象自在〜 

眉もアイラインも仕上がり思いのまま。“ラスティングベース※7” 配合で、美しい仕上がりが持続します。 

立体感のある美しい眉に仕上げるアイブロウと、大人の目もとを凛と輝かせるアイライナーが完成しました。 

ペンシルアイブロウ セット <レフィル>＋<ホルダー>  価格：972円（税込） <全3色> 

パウダーアイブロウ  価格：1,080円（税込） <全3色> 

・ 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。） 

ペンシルアイライナー  価格：1,080円（税込） <全2色> 

・ 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。） 

・ 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。） 

※7“ラスティングベース”…高粘度のオイルで肌に密着し化粧崩れを防ぎます。 

色番 商品名 商品特長 

41 チャコールグレー 
 
 

サッと眉にのせるだけで、 
ふんわりナチュラルな立体美眉へ。 
描きやすいチップオンタイプ。 
 
＊ペンシルアイブロウのレフィルが 
  反対側にセットできるのでパウダーだけでも、 
  ペンシルと合わせても使用できます。 
 
＊レフィル式ではありません。 

42 ナチュラルブラウン 
 
 

43 ライトブラウン 
 
 

色番 商品名 商品特長 

41 ファインブラック 
 
 

クリーミィなタッチでするすると描け、 
くっきり美しい目もとに。 
 
ウォータープルーフ処方。 
 
＊レフィル式ではありません。 

42 テンダーブラウン 
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▶パウダリーファンデーション 〜ひらり軽やかなのに、濃密うるおい感〜 

―商品概要（ベースメイク）― 

シルキービジョン ファンデーション セット レフィル<詰替用・パフ付>＋<ケース>  価格：2,916円（税込） <全5色> 

・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。） 
⁂紫外線吸収剤不使用 

※8“うるおいコーティング製法”… 

 

 

 

※9“極小なめらかパウダー”…… 

色番 11 

ライトピンク 

あえてリキッド（液状）をパウダー化した“うるおいコーティング製法※8”を新採用。 

リキッドファンデーションのみずみずしいうるおい感と、パウダーファンデーションの 

なめらかなのび感を兼ね備えた新感覚のパウダーファンデーション。やわらかな 

ピンクの光でくすみやたるみの影を払う“ピンクローズピグメント”と、肌の凹凸や毛穴を 

カバーする“極小なめらかパウダー※9”が、肌を乾き知らずのシルキー肌へ格上げします。 

色番 12 

ライトオークル 

色番 13 

ナチュラル 

色番 14 
ヘルシーオークル 

色番 15 

ナチュラルオークル 
 

明るめ 暗め 

ピ
ン
ク
系 

イ
エ
ロ
ー
系 

▶リキッドファンデーション 〜透明感とカバー力を兼ね備え、艶やかな極上素肌へ〜 

※10“透明ジェルベース”…… 

 

※11“ウルトラライトオイル”… 

“透明ジェルベース※10” の光拡散効果で、肌を覆い隠すことなく、キメの乱れや色ムラを一掃。 
みずみずしく軽やかな感触の“ウルトラライトオイル※11” によるナチュラルなツヤで、 
素肌以上の極上素肌をつくり出し、ナチュラルな表情美を完成させます。 

容量：25mL SPF20/PA++ 

・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。） 
⁂紫外線吸収剤不使用 

⁑色番は全ファンデーション共通です。 

⁑色番上記参照 

容量：9g SPF20/PA++ 

ヌーディトーン ファンデーション  価格：2,160円（税込） <全5色> 

リキッド パウダー化 

パウダーファンデーションの常識を超えたうるおいを実現するために、 

一度リキッドファンデーションを作ってから容器に流し込んで固める製法。 

極小パウダーのひとつひとつにうるおい成分がコーティングされ 

メイクをしている間中、これまでにない保湿感が続きます。 

1つ1つがうるおいでコーティングされた極小パウダー。 

密着性が高いので、毛穴落ちや毛穴崩れを防ぎ、美しい仕上がりをキープします。 

透明ジェルの表面の微細な凹凸による光拡散効果で、肌を覆い隠すことなく、キメの乱れや色むらを飛ばすようにカバー。 

透明感とカバー力が両立するので、素肌以上の極上素肌をうみだします。 

水にも油にも溶ける、非常に肌なじみの良い軽やかな感触のオイル。肌にナチュラルなツヤ感とみずみずしいうるおいを与えます。 
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▶UVファンデーション 〜気になる紫外線をしっかりブロック〜 

UVクリア ファンデーション パウダー セット 
レフィル<詰替用・パフ付>＋<ケース> 

・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、ノンコメド処方（すべての方にアレルギー、コメドが起きないわけではありません。） 
⁂紫外線吸収剤不使用 

※12“マジックチェンジパウダー”… 

※13“ユキノシタエキス”………… 

※14“クリアフィットパウダー”…… 

○パウダー 

時間が経っても涼やかな透明感を保つことかできる“マジックチェンジパウダー※12”配合。 
紫外線カット効果に加えブライトニング成分の“ユキノシタエキス※13” も配合し、 
時間が経つ程肌色美しく、くすまないファンデーションに仕上げました。 
 

○リキッド 

“クリアフィットパウダー※14”で、みずみずしく滑らかな感触で心地よく肌にフィット。 
紫外線と過剰な皮脂を徹底ガード。ブライトニング成分も配合され、長時間凛と澄んだ肌感をつくります。 

UVクリア ファンデーション リキッド 

⁑色番前ページ参照 

▶仕上げパウダー 〜纏うだけで、さらなる上質肌〜 

美しい肌感をさらに上質に長く。 
ルースパウダーには、“トーンアップパウダー※15”と“仕上がりキープパウダー※16”が配合され、 
ベースメイクの完成度をアップ。 
お化粧直しパウダーには、“スキンリセットパウダー※16”と“仕上がりキープパウダー※17”で一瞬で美しさが復活します。 

・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。） 
⁂紫外線吸収剤不使用 

※15“トーンアップパウダー”……… 

 

※16“仕上がりキープパウダー”… 

※17“スキンリセットパウダー”…… 

ブライトニング ルースパウダー セット 
レフィル<詰替用・パフ付>＋<ケース> 

リファインプレストパウダー セット 
レフィル<詰替用・パフ付>＋<ケース> 

ベースメイクの仕上げに美しいキメを演出。 

肌の湿度をコントロールして化粧崩れもガード。 
光効果でくすみを払い、 
一瞬で朝の澄んだメイク感が復活。 

価格：2,916円（税込） <全5色> 
容量：10g SPF25/PA+++ 

価格：2,160円（税込） <全5色> 
容量：25mL SPF30/PA+++ 

価格：2,808円（税込） 価格：2,700円（税込） 

※詰替用ケース 
伸縮性のあるネットタイプ 

パウダーの量を適量調整できます。 

まと 

光を様々な方向に散乱させる複合パウダーと、弾力性が高くふんわりなめらかな球状パウダーを配合。 

毛穴・シミ・シワをふんわりときめ細かくぼかし、明るく透明感のある肌に仕上げます。 

皮脂固化効果のあるパウダーが、日中の肌の皮脂に反応して肌にフィットし、メイク崩れを防止。美しい仕上がりを長時間保ちます。 

光をとらえて乱反射するパウダーが、くすみや、シワ・毛穴などの凹凸部分と、その周囲との明度差を小さくして輪郭をぼかし、 

瞬時に美肌を演出。毛穴を埋めないから、お化粧直し後もメイクが厚ぼったくならず、朝のクリアに澄んだ肌に導きます。 

パウダーの中にホワイトパールが入っているから、皮脂で濡れてもパールの輝きがクリアになり、透明感とカバー力をキープします。 

肌にうるおいを与え、明るさを保つブライトニング成分。 

肌にピタッと密着するポリマーと、皮脂を吸着し、さらっと快適な肌を保つ球状パウダーを配合。 

ファンデーションの膜を肌にフィットさせ、化粧崩れを長時間防ぎます。 

◆ ◆ 
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▶ベース、コンシーラー 〜大人の影をクリアにコントロール〜 

クリアアップベース  価格：1,728円（税込） <全3色>  

・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。） 
⁂紫外線吸収剤不使用 

自然に肌色をトーンアップして、気になるクマやシミをなかったことに。 
次に使うファンデーションの仕上がりを見違えるほど美しく格上げする、メイク上手アイテムがラインナップ。 

明るい肌も、涼やかな肌感も思いのまま。なりたい印象に合わせて選べる全3色。素肌の色を 
隠蔽するのではなく、肌になじみやすいスキンカラーのやわらかな光で肌を包み、色ムラや凹凸を補正。 
なりたい印象にあわせて選べる、素肌を格上げするような、大人のための化粧下地です。 

色番 商品名 商品特長 

21 ベージュトーン 
 

どんな肌色にも自然になじみ 
ワントーン明るく、透明感あるナチュラルな仕上がり。 

22 ピンクトーン 
 

黄ぐすみを抑え、いきいきとした華やかな 
血色感のある仕上がり。 

23 グリーントーン 
 

気になる赤みを自然にカバーしながら、 
ツヤ感あるクールな仕上がり。 

アイブライトアップ コンシーラー 
<クマ・くすみ用>  SPF18/PA++ 

価格：1,296円（税込） 

・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。） 
⁂紫外線吸収剤不使用 

計算された色と光の効果で、 
茶クマも青クマも両方カバー。 
目もとを明るくする 
“ブライトケア成分”も。 

スポッツカバー コンシーラー 
<シミ・ソバカス用>  SPF18/PA++ 

価格：1,296円（税込） 

・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。） 
⁂紫外線吸収剤不使用 

スタンプのようにぽんぽんっと 
のせるだけでシミをカバーする 
チップオンタイプ。 

容量：25mL  SPF20/PA++ 

◆ 

株式会社アテニア 広告宣伝部PRグループ ： 

担当 : 間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp）、貞末 裕也（sadasue_yuya@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 

◆ ◆ 
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