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 「肌をキレイに“見せて”、キレイに“する”」メイクへ 

ファンケル ベースメイク 新発売 
メイクによるアンチストレスケアと高いメイク機能を実現 

 

株式会社ファンケル（本社・横浜市中区、代表取締役社長執行役員・宮島和美）は2014年4月1日（火）、

「無添加ベースメイク」アイテムを刷新し、汗や皮脂に強く、紫外線が気になる季節におすすめの「ブライト

アップUVライン」と、保湿効果が高く秋冬シーズンにおすすめの「モイスチャーライン」、肌悩みに合わせ

て使用するアイテムやメイクグッズなど全22アイテム 51品目の「ファンケル ベースメイク」（価格：216円

～2,921円＜8％税込＞）を通信販売、直営店舗にて新発売いたします。 

           

ファンケルでは、「キレイになるための化粧品に、キレイを妨げるものがあってはならない。メイクは覆い

隠すものではなく、肌を美しく見せるためのもの。」という考え方のもと、メイクアイテムの技術開発および

研究を続けてまいりました。 

新ベースメイクの開発にあたって、メイクを

つけていることへのストレスがなく、カバーし

つつも厚塗り感のない、より自然な仕上がり

へのニーズにお応えするべく、①当社独自

のアンチストレスケアによる“肌が美しくなる

効果”と、②スキンケア研究を活かした新処

方の採用により“自然でツヤやかな明るい肌

印象をつくるメイク機能”を両立させました。 

 

 

 

 

新製品は、肌へのストレスに着目した「無添加」処方であるほか、摩擦のない、肌に徹底的にやさしい

使用感にこだわりました。（＝アンチストレスケア）また、美しい肌をはぐくむスキンケア成分の配合により、

使い続けることでメイクをしながら素肌そのものがきれいになっていく効果を発揮します。 

さらに、当社のスキンケア研究から見出された、人の肌を美しくみせる「水・光・色の三原則」に基づい

て開発した「美肌ヴェール」をベースメイク全製品に採用。同処方の働きにより、ひと塗りでうるおいが肌

に均一に広がり、光を放つことで、肌の色ムラを明るく整えます。 

 

また、化粧崩れなどのメイク悩みやニーズに合わせてお選びいただけるよう、汗や皮脂に強く、紫外線

対策ができる「ブライトアップUVライン」と、乾燥を防ぎ、小ジワをカバーする保湿効果に優れた「モイス

チャーライン」の 2ラインを展開いたします。 

新ベースメイクを通じて、肌を美しくはぐくみ、カバーしつつも自然な仕上がりと、内側から輝くようなイ

キイキとした肌へと導きます。 
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「ファンケル ベースメイク」コンセプト  

 

隠したことを忘れるほど、澄んだ肌が自信をくれる水・光・色のベースメイク 
 

製品特長 
毎日のメイク動作は、無意識に肌を“こする”ことにより、肌にダメージを与えがちになります。この

物理的な刺激や、肌に負担となる成分によるストレスは、肌へ蓄積され、将来的に乾燥やシワなど

の肌悩みを引き起こす可能性があります。そこで当社は、配合成分や物理的な刺激によるメイクスト

レスを取り除き、さらにスキンケア効果を発揮することで“肌をキレイにする効果”を実現させました。

さらに、独自のメイク機能による“肌をキレイに見せる効果”を両立させました。 

 
◆肌をキレイにする ： アンチストレスケアとスキンケア効果の両立 

ファンケルのベースメイクは、防腐剤や紫外線吸収剤、合成色素などの肌に負担となりやすい成

分は「無添加」です。また、ざらつきのない滑らかな使い心地や、角の少ない粉体を採用するなどミク

ロレベルまでこだわることで、「メイクを塗るときの“摩擦”や“圧迫感”などの、肌ストレスの要因を極力

なくすこと」により、メイクストレスフリーを実現させました。（＝アンチストレスケア） 

さらに、「ブライトケア成分や保湿成分」など、それぞれの肌悩みに対応する成分を配合することで、

メイクをしている間中スキンケア効果を発揮し、美しい肌をはぐくみます。 

 

◆肌をキレイに見せる ： 新処方「美肌ヴェール」をベースメイク全製品に採用 

肌を美しく見せるために当社が着目したのは、スキンケア研究から見出された「水・光・色の三原

則」です。肌は、「うるおい（水）を均一にすることで、均一なツヤ（光）を放ち、肌の色ムラを明るく

（色）整えると肌そのものがキレイに見える」という原則をメイク技術へ応用。独自に開発した「美肌

ヴェール」をベースメイク全製品に採用しました。 

美肌ヴェールは、長時間うるおいを抱え込めるジェリーの様なうるおい成分の膜でできており、

ヴェール状に広がることで肌のうるおいやツヤを均一に整え、うるおいと輝きが充満したワントーン明

るいツヤやかな肌を実現します。 

 

◆肌をキレイに見せる ： 新成分「顔色冴えパウダー」をファンデーション全製品に採用 

当社では、肌を美しく見せるために、ファンデーションを何度も重ね塗りし欠点を隠すことでキレ

イに見せるのではなく、ひと塗りで、イキイキとして見える顔色＝冴えた肌色 の実現を目指し

「顔色冴えパウダー」を独自開発。同パウダーは、パウダー自体が肌色で、汗や皮脂に濡れても色

調の変化が少なく、長時間自然で美しく冴えた肌色を持続させます。 

 

新ラインアップ 
メイク悩みや季節・ニーズ別に選びやすい、2 ラインへ再編  

新たなベースメイク製品は、化粧崩れなどのメイク悩みやニーズ

に合わせて、汗や皮脂に強く、紫外線対策ができる「ブライトアッ

プ UV ライン」（写真上）と、乾燥を防ぎ、小ジワをカバーする保湿

効果が高い「モイスチャーライン」（写真下）の 2 つのラインを展開。

さらに、仕上げ用パウダーや外出先でのメイク直し用パウダー、メ

イク悩み別の部分用アイテム、メイクを美しく仕上げるためのグッズ

など、全 22 アイテムを揃えました。 

 

パッケージデザイン 

世界的なデザイナーとして活躍する吉岡徳仁氏により、パッケー

ジデザインも刷新。ユーザビリティに配慮しつつ、美しくなる期待感

を込めたデザインを採用しています。 

 

＜デザインに込めた想い ： 吉岡徳仁氏 ＞ 
まるで自然から生み出された真珠のように、上質で知性を感じさせるような内から放たれる輝きをデザ

インしました。ピュアでありながら、女性に美しさを予感させるこのデザインは、ファンケルの無添加へ

のフィロソフィーが表現されています。 



 

ブライトアップ UV ライン 

汗や皮脂に強く、紫外線対策とブライトニングケアができるライン。 

各アイテム詳細 製品特長 

スキンケアベース ブライトアップ UV 
 
・容量／価格：24mL／1,749 円（8%税込） 

・色名：ナチュラルベージュ 

・ＳＰＦ／ＰＡ値： ＳＰＦ25／ＰＡ++ 

・標準使用量：1 回：直径 1cm 円大 

・標準使用日数： 

1 本使用目安 約 3 ヵ月分（約 90 回分）   

<目安は使用頻度による>                         

紫外線から守り、色ムラを補正して明るい肌へ。 

みずみずしい使い心地のリキッドタイプ。 

 

◆うるおいでできたヴェールが、肌表面をなめらかに整え、

ファンデーションのノリを良くします。 

◆ラベンダー・ピンク・ゴールドのパールにより、色ムラやくす

みのない明るい肌に整えます。 

◆テカリ・ヨレ防止処方により、汗・皮脂によるヨレ・テカリを

防ぎます。 

◆ブライトケア成分*配合。肌にうるおいを与え、透明感を保

ちます。 

パウダーファンデーション ブライトアップ UV  
[レフィル（詰め替え用）]  ※パフ 1 枚付 

 
・価格：2,623 円（8%税込） 

・色数：全 7 色 

・色名： 
00(ベージュ ベリーライト）／01（ピンクベージュ） 

02 （ベージュ  ライト）／ 03（イエローベージュ  ライト）       

04（ベージュ ミディアム）／05（イエローベージュ ミディアム）

06（ベージュ ダーク） 

・ＳＰＦ／ＰＡ値： ＳＰＦ25／ＰＡ++ 
・標準使用日数： 

使用目安 約 2～3 ヵ月分 

<目安は使用頻度による>    

 

するりとなじむパウダーで、長時間、テカらずヨレない肌へ。 

紫外線もカット。 

 

◆肌を明るく見せるヴェールと顔色冴えパウダーにより、毛

穴やくすみ等を自然にカバーし、肌を美しくみせます。 

◆粉っぽさのないパウダーがなめらかにのび、肌にムラなく

フィットします。 

◆テカリ・ヨレ防止処方により、汗・皮脂によるヨレ・テカリを

防ぎます。 

◆ブライトケア成分*配合。肌のキメを整え、透明感を保ちます。 

リキッドファンデーション ブライトアップ UV 

 

・容量／価格： 27mL／2,138 円（8%税込） 

・色数：全 7 色 

・色名： 
00(ベージュ ベリーライト）／01（ピンクベージュ） 

02（ベージュ ライト）／03（イエローベージュ ライト） 

04（ベージュ ミディアム）／05（イエローベージュ ミディアム）

06（ベージュ ダーク） 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ25／ＰＡ++ 
・標準使用量： 1 回／直径 1.5cm 円大 

・標準使用日数： 

1 本使用目安 約 3 ヵ月分（約 90 回分）   

<目安は使用頻度による> 

 

サラッと肌になじんで明るいツヤ肌へ。 

汗や皮脂にもくずれにくく、紫外線もカット。 

 

◆肌を明るく見せるヴェールと顔色冴えパウダーにより、毛

穴やくすみ等を自然にカバーし、肌を美しくみせます。 

◆みずみずしい美容液のように、スジムラにならず肌にすっ

となじみます。 

◆テカリ・ヨレ防止処方により、汗・皮脂によるヨレ・テカリを

防ぎます。 

◆ブライトケア成分*配合。肌のキメを整え、透明感を保ちます。 

  

ファンデーションケース 

 
・価格：1,080 円 

（8%税込） 

◆スタイリッシュな、飽きのこないデザインです。 

◆ファンデーションのレフィルを簡単に付け替え、繰り返し使

用できます。 
※スムーズに開閉できるマグネット式を採用。 

 

「ブライトアップ UV ライン」 製品詳細 

* トウキンセンカエキス[トウキンセンカ花エキス]・アミノ C[リン酸アスコルビルアミノプロピル]（保湿） 



 

モイスチャーライン 
乾燥を防ぎ、小ジワをカバーする、保湿効果が高いライン 

各アイテム詳細 製品特長 

スキンケアベース モイスチャー 
 
・容量／価格：18g／1,749 円（8%税込） 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ18／ＰＡ++ 

・標準使用量： 

1 回：約パール粒 1 個分（約 0.7cm） 

・標準使用日数： 

1本使用目安 約3ヵ月分（約90回分）   

<目安は使用頻度による>                         

 

高い保湿力と色ムラ補正力で小ジワの目立たない肌へ。 

しっとりとした使い心地のクリームタイプ。 

 

◆うるおいでできたヴェールが、肌表面をなめらかに整え、

ファンデーションのノリを良くします。 

◆ラベンダー・ピンク・ゴールドのパールにより、色ムラやくす

みのない明るい肌に整えます。 

◆小ジワや肌の凹凸をなめらかに整え、均一な仕上がりを

保ちます。 

◆モイスチャー成分*を配合。日中の肌を乾燥から守ります。 

パウダーファンデーション モイスチャー 
[レフィル（詰め替え用）] ※パフ 1 枚付 

 
・価格：2,623 円（8%税込） 

・色数：全 7 色 

・色名： 
00(ベージュ ベリーライト）／01（ピンクベージュ） 

02（ベージュ ライト）／03（イエローベージュ ライト） 

04（ベージュ ミディアム）／05（イエローベージュ ミディアム） 

06（ベージュ ダーク） 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ18／ＰＡ++ 
・標準使用日数：使用目安 約 2～3 ヵ月分 

<目安は使用頻度による>  

 

高い保湿効果で小ジワやほうれい線をしっかりカバー。 

軽い使い心地でしっとりツヤ肌へ。 

 

◆肌を明るく見せるヴェールと顔色冴えパウダーにより、毛

穴やくすみ等を自然にカバーし、肌を美しくみせます。 

◆粉っぽさのないパウダーがなめらかにのび、肌にムラなく

フィットします。 

◆小ジワや肌の凹凸をなめらかに整え、均一な仕上がりを

保ちます。 

◆モイスチャー成分*を配合。日中の肌を乾燥から守り、メイ

クのもちを高めます。 

クリームファンデーション モイスチャー 

 

・容量／価格：18g／2,138 円（8%税込） 

・色数：全 7 色 

・色名： 
00(ベージュ ベリーライト）／01（ピンクベージュ） 

02（ベージュ ライト）／03（イエローベージュ ライト）   

04（ベージュ ミディアム）／ 

05（イエローベージュ ミディアム） 

06（ベージュ ダーク） 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ18／ＰＡ++ 
・標準使用量： 

1 回：約パール粒 1 個分（約 0.7cm） 

・標準使用日数： 

1 本使用目安 約 3 ヵ月分（約 90 回分）   

<目安は使用頻度による> 

 

しっとりとした使い心地と高い保湿力で、 

一日中なめらかなツヤ肌へ。 

 

◆肌を明るく見せるヴェールと顔色冴えパウダーにより、毛

穴やくすみ等を自然にカバーし、肌を美しくみせます。 

◆しっとりなめらかなクリームが、スジムラにならず、肌に溶

け込むようになじみます。 

◆小ジワや肌の凹凸をなめらかに整え、均一な仕上がりを

保ちます。 

◆モイスチャー成分*を配合。日中の肌を乾燥から守り、メイ

クのもちを高めます。 

  

ファンデーションケース 

 
・価格：1,080 円 

（8%税込） 

◆スタイリッシュな、飽きのこないデザインです。 

◆ファンデーションのレフィルを簡単に付け替え、繰り返し使

用できます。 
※スムーズに開閉できるマグネット式を採用。 

「モイスチャーライン」 製品詳細 

 *ヒアルロン酸[ヒアルロン酸 Na]・マリンセラミド[スフィンゴ脂質]（保湿） 



 

各アイテム詳細 製品特長 

粉状ファンデーション・仕上げ用パウダー  

エアリータッチファンデーション  
[レフィル（詰め替え用）]  ※パフ 1 枚付 

・容量／価格：20g／2,427 円（8%税込） 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ16／ＰＡ++ 

・色数：全 4 色 

・色名：11(ピンクベージュ）／12（ライト） 

13（ミディアム）／14（ダーク） 

◆デリケートな時の肌でもふんわりとフィットして、やさしくカバー

するパウダー状ファンデーション。 

フィニッシュパウダー 
[レフィル（詰め替え用）] ※パフ 1 枚付 

・容量／価格：20g／2,427 円（8%税込） 

◆明るくツヤやかで透明感のある仕上がりが続く、しっとりとした

仕上げ用パウダー。 

リセットパウダー [レフィル（詰め替え用）] 
※パフ 1 枚付 

・価格：2,921 円（8%税込）  

◆日中のメイク直しに。ヨレや崩れを整え、ひと塗りで明るく仕上

げるプレスト状の仕上げ用パウダー。 

  

メイク悩み別部分用アイテム 

カラーコントロールベース （グリーン） 
・容量／価格：15g／1,461 円（8%税込） 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ13／ＰＡ++  

◆気になる赤みをカバーし、明るくきれいな肌色に整えるカラー

コントロールベース。 

スティックコンシーラー [レフィル（詰め替え用）]   
・価格：1,296 円（8%税込） 

・色数／色名：全 2 色／01 ライト・02 ミディアム 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ25／ＰＡ++  

◆なめらかにカバーし、目もとのクマ・くすみをすっきり明るく見

せる美容成分配合のコンシーラー。 

スポッツカバーコンシーラー 
・価格：1,944 円（8%税込） 

・色数／色名：全 2 色／01 ライト・02 ミディアム 

・ＳＰＦ／ＰＡ値：ＳＰＦ25／ＰＡ++  

◆簡単にシミ・ニキビ跡をカバーすることができ、色ムラのない肌に

整えるブライトケア成分配合のコンシーラー。 

ポアカバーベース  
・価格：1,852 円（8%税込） 

◆肌表面をサラサラに整えて、気になる毛穴を瞬時にカバーし、

毛穴レスの肌に見せるポアケア成分配合の化粧下地。 
  

ケース・グッズ 

ファンデーションケース 
・価格：1,080 円（8%税込） 

◆「パウダーファンデーション ブライトアップ UV[レフィル]」、「パウダーファンデーシ

ョン モイスチャー[レフィル]」、「リセットパウダー[レフィル]」を簡単に付け替え、繰

り返し使用できるケース。 

フィニッシュパウダーケース 
・価格：761 円（8%税込） 

◆「フィニッシュパウダー[レフィル]」・「エアリータッチファンデーション[レフィル]」用ケース。

パウダーをパフに均一に付けることができるネット付き中ブタ式。 

コンシーラーケース 
・価格：761 円（8%税込） 

◆「スティックコンシーラー[レフィル]」が簡単にセットできるスリムなケース。 

フィニッシュパウダーケース 中ブタ（交換用） 

固形ファンデーション用 替パフ  ※2 枚入り 

液状ファンデーション用 替パフ  ※2 枚入り 

リセットパウダー用 替パフ     ※2 枚入り 

フィニッシュパウダー用 替パフ  ※1 枚入り 

メイクアップパフクリーナー 

価格：216 円（8%税込） 

価格：483 円（8%税込） 

価格：483 円（8%税込） 

価格：483 円（8%税込） 

価格：381 円（8%税込） 

価格：734 円（8%税込） 

本件に関するお問合せ先 

記事ご掲載の際の「読者のお問合せ電話」（クレジット）は、当番号でお願いいたします。 

ＦＡＮＣＬ ☎ 0120(35)2222（料金無料・フリーダイヤル） 
 

「製品についてのお問い合わせ」は下記へお願いいたします。 

社長室 IR 広報グループ 三澤敬之・油井紀理子 

TEL：045-226-1230 FAX：045-226-1202 

デザイナー：吉岡徳仁（よしおか とくじん） 
1967 年生まれ。2000 年吉岡徳仁デザイン事務所設立。デザインからアート、建築まで、幅広い領域にお

いて、実験的で革新的なクリエーションが高く評価され、国内外の賞を多数受賞。世界中の企業とコラボ

レートし、数々の作品がニューヨーク近代美術館やパリのポンピドゥーセンターなどの美術館に永久所蔵

されている。また、アメリカの Newsweek 誌日本版で「世界が尊敬する日本人 100 人」に選ばれた。 

「その他」 製品詳細 


