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 きれいが満ちあふれる。色・艶しっくりメイク 

ファンケル ポイントメイク 新発売 
肌に溶け込む独自のカラー設計で上品な仕上がり 

 

株式会社ファンケル化粧品（本社・横浜市中区、代表取締役社長・山岡美奈子）は2014年8月20日（水）、

「きれいが満ちあふれる。色・艶しっくりメイク」をコンセプトに、肌が美しくなる効果と、溶け込むような色づ

きで上品な仕上がりを叶えるメイク機能を両立させた「ファンケル ポイントメイク」シリーズ（価格：206 円～

3,132 円＜税込＞）を通信販売、直営店舗にて新発売いたします。 

美容液成分を高配合し、美しい色づきとしっとりツヤやかな仕上がりの新ルージュ「アクアセラムルージ

ュ」をはじめ、リップカラーやアイカラー、チーク、ネイル、メイクブラシなど全 28 アイテム 76 品目のライン

アップで、理想の「大人の上品メイク」を叶えます。 

 

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。新ポイントメイクの開発にあたって

は、毎日使いたくなる、上品な仕上がりや、選びやすく

使いやすいアイテム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設計による“使えば使うほど

肌が美しくなる効果”と、②均一で美しい仕上がりのため

の新処方および日本人の肌の色を追求したカラー設計

により“上品に仕上がるメイク機能”を両立しました。 

 

メイクによる肌への負担に着目した「無添加」処方と、パールの粒径や顔料の形状にまでこだわり、摩

擦のない、肌に徹底的にやさしい使用感を実現（＝アンチストレス設計）。また、唇や目もとなどのパーツ

を効果的にケアするトリートメント成分の配合により、使うほどに肌そのものがキレイになることを実感いた

だけます。 

うるおいによりツヤを与え、くすみのない美しいメイク仕上がりを実現するために、「美肌ヴェール」をポ

イントメイク全製品に採用したほか、均一で美しい発色を叶える「とけこみカラー処方」を採用。さらに、日

本人の肌色を追求し、当社の処方技術と日本を代表するカラーリストの監修により、ひと塗りで肌色を明る

く見せ、ツヤやかに発色する「とけこみカラーラインナップ」を開発しました。 

 

また、お客様ご自身が似合う色を簡単にお選びいただけるよう、カラーパターンを新開発したほか、一

人ひとりの魅力を最大限に引き出すメイクアップをご提案するため、よりパーソナルなメイクカウンセリング

の実施や、ポイントメイクの疑似体験ができる「メイクシミュレーター」を順次導入してまいります。 

横浜市中区山下町89-1 〒231-8528

TEL :045-226-0500 
FAX:045-226-1203 

(株)ファンケル化粧品は、無添加化粧品・雑貨などの販売を行う「美しくなれるモノ・サービス」を提供する 

ファンケルグループ傘下の事業会社です。 

【本件に関するお問い合わせ】 

（株）ファンケル IR・広報グループ 

三澤敬之・油井紀理子：045-226-1230 



「ファンケル ポイントメイク」コンセプト  

 

きれいが満ちあふれる。色・艶しっくりメイク 

 

製品特長 
◆「肌をくすませずに、キレイにする」アンチストレス設計  

毎日、ポイントメイクをする動作において、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。特に、「唇」、「まぶた」の順で一日にこする回数が多く、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、将来的に色素沈着などによるくすみや肌悩み

を引き起こす可能性があります。 

 

ファンケルのポイントメイクは、防腐剤や一般的に使用される合成色素や肌トラブルやアレルギ

ーの原因となる色素までも「無添加」です。 

また、ザラつきや摩擦の原因となるパール剤の選定には、粒径や摩擦計測など厳しい基準を設

けているほか、肌に負担のない色素をミクロレベルまでこだわり、厳選することで、「メイクを塗るとき

の摩擦など、肌ストレスの要因を極力なくす」ことによる、ストレスフリーを実現させ、唇や目もとなど

のデリケートな部位もくすませません。（＝アンチストレス設計）  

さらに、メイクをしている日中も、乾燥などのダメージから肌を守り、ケアするために「リップトリートメ

ント成分」や「アイトリートメント成分」などの美容成分を配合。唇や目もと、まつ毛、爪といった各部位

を効果的にケアします。 

 

◆「くすみを払って、肌そのものをキレイにみせる」ポイントメイク機能 
新製品は、あれやすい目もとや唇にもピタッと均一に広がる「とけこみカラー処方」を採用。ひと

塗りで美しい上品な仕上がりを可能にします。 

また、日本人の肌色を追求し、どの様なトーンの肌にもしっくり上品になじむよう、日本を代表す

るカラーリストをアドバイザーに迎え、日本人の肌をキレイに見せるカラーを研究。肌に溶け込むよ

うな「とけこみカラーラインナップ」を実現しました。バランスのよいカラーバリエーションは、全ての

色が肌にしっくり溶け込み、目もとや口もとのパーツだけが際立つことがなく、くすみや小じわが気

になる目もとや唇に溶け込むようになじみ、ツヤやかに発色します。 

 
さらに、独自に開発した「美肌ヴェール」をポイントメイク全製品に採用。美肌ヴェールの働きによ

り、うるおいとツヤを与え、くすみのない美しいメイク仕上がりを実現します。 

 

 

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。メイクで美し

くなる期待感を込めたデザインを採用しました。 

シャンパンゴールド色を基調とし、スタイリッシュさのある黒色をアクセントに使用したほか、メイン

アイテムのルージュ容器の天面には、うるおいや無添加のピュアなイメージの象徴となる“しずく”を

あしらいました。 

 

カウンセリング方法 
新製品は、アイテムの選びやすさも強化。肌や髪、目の色の特徴

をもとに似合う色が選べるカラーパターンを開発しました。一人ひと

りの肌になじんで、魅力を最大限に引き出してくれる色を、簡単に

お選びいただけます。 

また直営店舗では、お客様のなりたいイメージやメイク悩みに応

じた、よりパーソナルなカラーカウンセリングやメイクテクニックのご

案内をしていくため、スタッフの教育を強化するほか、ポイントメイク

の疑似体験ができる「メイクシミュレーター」を順次導入し、メイクアッ

プをより楽しんでいただけるようなご提案をしてまいります。 



 

リップメイクアイテム 

各アイテム詳細 製品特長 

アクアセラムルージュ 

 
・税込価格：3,132 円（本体価格：2,900 円） 
・全10色（ハニーオレンジ、アプリコットベー   
ジュ、ローズベージュ、ピンクトパーズ、ブ  
ライトピンク、ベリーピンク、フラワリーロー 
ズ、シックローズ、ピーチレッド、チェリーレ 
ッド） 

発色･ツヤ･うるおいのすべてを叶える美容液ルージュで、

ぷるんとはずむ理想の唇へ。 

 

◆肌としっくりなじみ、ひと塗りで顔色や表情まで輝かせる、

こだわりのカラーラインナップを実現。 

◆とろけるようになめらかでクリーミィな質感で、ふっくらつや

やかな唇に仕上げるスリムなルージュ。 

◆唇がぷるんとうるおって見えるツヤを作り出す、美容液の

ような「ぷるリッチ成分」配合。 

◆高分子ヒアルロン酸とフレッシュモイストコラーゲンが、唇

にふっくら弾力を与えます。 

◆乾燥やあれから唇を守る「リップトリートメント成分」配合。

トリートメントジェリーグロス 

 
・税込価格：1,944 円（本体価格：1,800 円） 
・全4色（シャイニングピーチ、フレッシュオレンジ、ミルキ
ィベージュ、クリアレッド） 

濡れたようにうるおった、つややかな唇へ。 

 

◆透明感の高い色づきで、一本でもルージュに重ねても使

いやすい、ツヤやかに仕上がるグロス。 

◆「リップトリートメント成分」をたっぷり配合し、あれがちな唇

もケアします。 

カラーフィットルージュ [スティック レフィル]  

 
・税込価格：2,366 円（本体価格：2,190 円） 
・全 7 色（コーラルベージュ、ピーチベージュ、ウォームピ
ンク、スウィートローズ、グレースローズ、シナモンレッ
ド、ビロードレッド） 

 
＊スティック レフィルは、必ず別売りのルージュケースにセット

してご利用ください。 

ぴたっとフィットして、色づき鮮やかな唇へ。 

 

◆唇にぴったりフィットしてしっかり色づき、鮮やかな発色が

続きます。 

◆高分子ヒアルロン酸とフレッシュモイストコラーゲンが、唇

にふっくら弾力を与えます。 

◆乾燥やあれから唇を守る「リップトリートメント成分」配合。
カラーフィットルージュパレット 

 
・税込価格：977 円（本体価格：905 円） 

・全 7 色（コーラルベージュ、ピーチベージュ、ウォームピ

ンク、スウィートローズ、グレースローズ、シナモンレッ

ド、ビロードレッド） 

スムースタッチリップライナー 
 

・税込価格：1,029 円（本体価格：952 円） 
・全 2 色（レッドベージュ、ローズピンク） 

やさしくなめらかな描き心地で、唇に美しい輪郭を。 

 

◆なめらかでのびが良く、唇に負担をかけずに美しいライン

が描けるリップライナー。 

◆長時間にじみにくく、唇の輪郭をしっかりとキープ。 

◆ルージュの色みに合わせ選べるレッドベージュ系とピンク

ローズ系の 2 色展開。 

◆乾燥やあれから唇を守る「リップトリートメント成分」配合。

 

「ファンケル ポイントメイク」 製品詳細



アイメイクアイテム 

各アイテム詳細 製品特長 

スタイリングアイパレット [レフィル]  
 

・税込価格：2,484 円（本体価格：2,300 円） 
・全 4 種<4 色入>（ブロンズブラウン、ピーチブラウン、オ
リーブグリーン、ラベンダーパープル） 

 
＊必ず別売りのパレットケースに、チッ 

プ＆ブラシ、チップ大小と共にセットし 

てご利用ください。 

４色グラデーションで、洗練された大人の目もとを簡単に。

 

◆ツヤやかなパール感のある目もと用下地と 3 つのアイカラ

ーを一つのパレットにセット。左上のクリーミィアイカラー

から反時計周りにまぶたにのせていくだけで、自然なグラ

デーションが簡単につくれます。肌に溶け込むようになじ

む色と質感でくすみを払い、洗練された上品な目もとに仕

上げます。 

◆目もとに、うるおいを与える「アイトリートメント成分」配合。 

パウダーアイカラー 

 
・税込価格：756 円（本体価格：700 円） 
・全 10 色（サテンピンク、ドールピンク、フレッシュピン
ク、シルキーベージュ、シャーベットミント、スカイブル
ー、ライラック、ダークネイビー、コーヒーブラウン、カシ
ミアグレー） 

豊かなカラーバリエーションで、自由自在なアイメイクを。

 

◆キメが細かくなめらかなパウダーが目もとにフィット。１色

から自由なアイメイクが楽しめます。 

◆目もとに、うるおいを与える「アイトリートメント成分」配合。 

クリーミィアイカラー 
 

・税込価格：864 円（本体価格：800 円） 
・全 2 色（ライトピンク、ライトベージュ） 

目もとのくすみをはらい、 

パウダーアイカラーの発色をより美しく。 

 

◆しっとりクリーミィな質感で肌にとけ込むようになじみ、 

くすみを払って明るい目もとへ。 

◆目もとに、うるおいを与える「アイトリートメント成分」配合。 

◆単品でも、パウダーアイカラーの発色ともちを高める下地

としても使えます。 

スムースタッチ アイブロウペンシル [レフィル]  

 

・税込価格：756 円（本体価格：700 円） 

・全3 色（チャコールグレー、カフェブラウン、ライトブラウン）

 
＊必ず別売りのアイブロウペンシルホルダーにセットしてご利

用ください。 

自然な眉のラインを、長時間キープ。 

 

◆一本一本眉を足すように自然なラインがなめらかに描け、

「にじみ･落ち防止処方」で、美しい仕上がりがくずれるこ

となく続きます。 

◆便利な繰り出し式のペンシルタイプ。 

スムースタッチ アイライナーペンシル [レフィル]  

 

・税込価格：756 円（本体価格：700 円） 

・全 2 色（シャドウグレー、ダークブラウン） 

 
＊必ず別売りのアイライナーペンシルホルダーにセットしてご

利用ください。 

涙やこすれに強い処方で、一日中、印象的な目もとへ。 

 

◆肌にやさしく、繊細なラインが簡単に描ける、繰り出し式

のアイライナー。 

◆「アイトリートメント成分」配合で目もとをケアし、「にじみ･ 

落ち防止処方」で美しいラインがくずれることなく続きます。

トリートメントマスカラ 

 

・税込価格：2,366 円（本体価格：2,190 円） 

・全 2 色（ブラック、ダークブラウン） 

まつ毛をセパレートさせ、美しいカールをキープ。 

 

◆一本一本をダマにならずに際立たせる「ビューティセパレ

ート処方」と、整った扇形に仕上げるブラシ設計で、上品

なまつ毛に。 

◆涙やこすれに強い「にじみ･落ち防止処方」で美しい仕上

がりを一日中キープ。 

◆まつ毛をいたわるトリートメント成分を配合。 



 

 

フェイスカラーアイテム 
各アイテム詳細 製品特長 

スタイリングチークパレット   

 

・税込価格：1,620 円（本体価格：1,500 円） 

・全 3 種<2 色入>（ヘルシーピンク、ヘルシーコーラ

ル、ヘルシーオレンジ） 

自然な血色感で、イキイキと美しい頬へ。 

 

◆上品に色づく「発色カラー」と、ふんわりパール感のある「ツヤ

カラー」の 2 色入りで、自然な血色感に見せる“ぼかしテクニッ

ク”が簡単に。 

◆色づきも、もちも良い、しっとりなめらかなパウダーチーク。 

デュアルハイライトパレット  

 

・税込価格：1,944 円（本体価格：1,800 円） 

・全 1 種<2 色入> 

二つの質感のハイライトで、さらに表情豊かに。 

 

◆ベタつきがちな T ゾーンをサラッと仕上げるパウダータイプと、

乾燥しがちな C ゾーンにツヤを与えるクリームタイプが、一つに

なったハイライトパレット。二つの質感で、明るく立体感のある

顔立ちへ。 
  

ネイルアイテム 

各アイテム詳細 製品特長 

ネイルカラー 

 

・税込価格：864 円（本体価格：800 円） 

・全 5 色（クリスタルゴールド、シュガーベージュ、スキ

ニーベージュ、スキニーピンク、アンティークローズ）

指先に、手肌まで美しく見せる色とツヤを。 

 

◆指先をツヤやかに彩って手肌まで美しく見せるネイルカラー。

◆どんなシーンにも使いやすい 4 色と、重ね塗りにも使えるラメ  

入り 1 色のラインナップ。 

◆紫外線吸収剤･トルエン･アセトン不使用で爪にやさしく、割れ

や二枚爪から守る「ネイルトリートメント成分」を配合。 

ジェリーネイルコート ベース＆トップ 

 

・税込価格：864 円（本体価格：800 円） 

◆爪をケアしながら、ネイルカラーのつや・もちを高め、美しい指

先に仕上げるネイルコート。 

ネイルカラーソルベント 

 

・税込価格：483 円（本体価格：448 円） 

◆濃くなったネイルカラーやネイルコートにすばやくなじみ、なめ

らかなのび、ツヤを再現するうすめ液。 

ネイルカラーリムーバー   

 

・税込価格：699 円（本体価格：648 円） 

◆爪をケアしながら、ネイルカラーやジェリーネイルコートをすっ

きり落とせるリムーバー。 

  

ケース・グッズ 

ルージュケース   

・税込価格：761 円（本体価格：705 円） 

◆「カラーフィットルージュ[スティック レフィル]」（別売り）がセットできる専

用ケース。 

パレットケース 

・税込価格：972 円（本体価格：900 円） 

◆「スタイリングアイパレット[レフィル]」（別売り）のほか、「スタイリングチー

クパレット」（別売り）「デュアルハイライトパレット」（別売り）やブラシ類（別

売り）がセットできるケース。 

アイカラーパレット用チップ＆ブラシ 

アイカラーパレット用チップ大小   

チークカラーパレット用ブラシ   

ハイライトパレット用ブラシ  

アイブロウペンシルホルダー   

アイライナーペンシルホルダー    

リップライナー用シャープナー 

税込価格：378 円（本体価格：350 円） 

税込価格：324 円（本体価格：300 円） 

税込価格：648 円（本体価格：600 円） 

税込価格：648 円（本体価格：600 円） 

税込価格：761 円（本体価格：705 円） 

税込価格：761 円（本体価格：705 円） 

税込価格：206 円（本体価格：190 円） 

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。 

ファンケル化粧品 ☎ 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。 

株式会社ファンケル 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


