2016 年５月 18 日

普遍的な美しさに共感する女性に向けた

グローバルブランド

を導入
株式会社カネボウ化粧品

カネボウ化粧品は、2016 年９月 15 日、化粧品事業 80 年を迎える節目の日に、本質を求め、普
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遍的な美しさに共感する世界の女性に向けて、新ブランド「KANEBO」を発売します。日本及び海
外のプレステージ市場に導入し、カネボウ化粧品を象徴するブランドとして育成していきます。
1936 年 9 月 15 日に高級石鹸「サボン・ド・ソワ(絹石鹸)」
を発売して以来、カネボウ化粧品は、女性に寄り添い、女性
の生き方に共感することを大切にしながら、新しい発想の化
粧品の開発、時代の女性美をリードする提案を行ってきまし
た。そして今般、化粧品事業 80 年の知見を結集させた新ブ
ランド「KANEBO（カネボウ）
」を立ち上げます。
ブランドコンセプトは“美しい人生”。良いときも悪いと
きも、一日一日にしなやかに向き合い、美しさを積み重ねる
ことが、一月、一年、そして美しい人生へとつながっていく。
その時々に寄り添いながら、女性たちが自らの輝きを実感し、
自らの美しさに感動する機会を創出できるよう応援してい
きます。
導入の概要
「KANEBO」は、
「時間美容※１」の考え方を取り入
れ、スキンケアを軸にメイク、ライフスタイル※２まで
トータルに提案する総合ブランドです。
カネボウ化粧品は「KANEBO」を、本質を求め、普
遍的な美しさに共感する女性に向けた“ニュープレス
テージブランド”として、日本及び海外のプレステージ
（高級化粧品）市場に導入します。従来のラグジュア
リー、ゴージャスとは一線を画す、ナチュラルでシン
プルな生き方、飾らないリアルな女性の姿を、新しい
価値観として“ニュープレステージ”と表現しました。
時代とともに変化する女性の志向をとらえ、化粧品市
場に“ニュープレステージ”という領域を創出していきます。
2016 年９月の日本国内での発売を皮切りに、11 月からはタイ・マレーシア・シンガポール・イ
ンドネシア・ベトナム・ミャンマー・フィリピン、翌 2017 年には欧州、ロシアへと導入を進め、
カネボウ化粧品のイメージを担う中核ブランドとして育成していきます。

※１ 一日、一月、一年、一生と積み重なる時間の流れの中で、女性の美しさのリズムを見つめることで、適切なタイミングで
自らの美しさを引き出すこと
※２ 美しさをサポートするライフスタイルの情報提供

◆ブランド名およびロゴデザイン◆
カネボウ化粧品を象徴するグローバルブランドとして、社名をブランド名としました。日本発のプレステージ化
粧品ブランドとしての品位と繊細さ、グローバルブランドとしての普遍性をアルファベット大文字の書体で表現
しました。
◆ラインアップ◆ ※価格は日本国内のメーカー希望小売価格（税抜）です。詳細は商品概要をご覧下さい。
スキンケア８品目 10 品種・2,500～8,000 円、
ベースメイク６品目 13 品種（うち海外専用 1 品種）
・800～5,500 円、
ポイントメイク 10 品目 21 品種・1,000～5,500 円
◆発売日◆
2016 年９月 15 日 ：日本
2016 年 11 月
：タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・ベトナム・ミャンマー・フィリピン
◆主 な 取 り 扱 い 店 ◆ 日本：百貨店、一部の化粧品専門店
◆タ ー ゲ ッ ト ◆ 本質を求め、普遍的な美しさに共感する、たおやかで力強い世界の女性
◆ブランドコンセプト ◆ 美しい人生
◆ブランドオリジナリティ◆ 時間美容
一日、一月、一年、一生と積み重なる時間の流れの中で、女性の美しさのリズムを
見つめることで、適切なタイミングで自らの美しさを引き出すこと
◆広 告 モ デ ル ◆ アリゾナ・ミューズさん
◆デ
ザ
イ
ン ◆ グエナエル・ニコラ氏

◆スキンケア商品概要◆
商品名

カネボウ

※表示の価格は日本国内のメーカー希望小売価格(税抜)です
容量

1種

ソフニング クリーム クレンジング

120mL

KANEBO SOFTENING CREAM CLEANSING

3,000 円

カネボウ

１種

メロウ リッチ オイル クレンジング

180mL

KANEBO MELLOW RICH OIL CLEANSING

3,000 円

カネボウ

特長

価格

１種

やわらかな感触のクリームタイプのメイク落と
し。しっとりやわらかな洗い上がりで、明るい素
肌に導きます
・アロマティートピアの香り
なめらかでコクのあるオイルタイプのメイク落
とし。素早くメイクとなじみ、すっきり明るい素
肌に導きます
・アロマティートピアの香り
豊かな泡で、うるおい感を残しながら明るい素肌

リフレッシング クリーミィ ウォッシュ

120mL

に洗い上げるクリームタイプの洗顔料

KANEBO REFRESHING CREAMY WASH

2,500 円

・アロマティートピアの香り
スキンケアのお手入れの一番初めに使う美容液。
うるおいで角層深くまで満たし、つややかでハリ

カネボウ ザ ファースト セラム
KANEBO THE FIRST SERUM

１種
60mL
6,000 円

のある肌に整えます。次に使用する化粧品がなじ
みやすいやわらかな肌に整えます
・ハイドラボタニカルコンプレックス※１配合
(保湿)
・アロマティートピアの香り

カネボウ モイスチャー フロウ ローション
KANEBO MOISTURE FLOW LOTION
カネボウ
モイスチャー フロウ リッチ ローション
KANEBO MOISTURE FLOW RICH LOTION

角層深くまでうるおいを届け、いきいきとしたハ
２種
各 180mL
5,000 円

リ肌に導く化粧水
・ハイドラボタニカルコンプレックス※１配合
(保湿)
・アロマティートピアの香り

カネボウ バウンシング エマルジョン
KANEBO BOUNCING EMULSION
カネボウ バウンシング リッチ エマルジョン
KANEBO BOUNCING RICH EMULSION

まろやかな感触でなめらかに肌になじみ、しなや
２種

かで弾むようなハリ肌に導く乳液

各 100mL
6,000 円

・ハイドラボタニカルコンプレックス※１配合
(保湿)
・アロマティートピアの香り
朝の肌に着目したクリーム。日中の乾燥や紫外線

カネボウ フレッシュ デイ クリーム
KANEBO FRESH DAY CREAM

１種
40mL
6,000 円

から肌を守り、みずみずしいうるおいとしなやか
なハリ感を与えます。SPF15、PA+++
・モーニングボタニカルコンプレックス※２
配合(保湿)
・モーニングガーデンの香り
夜の肌に着目したクリーム。日中、乾燥や紫外線

カネボウ ナイト リピッド ウェア
KANEBO NIGHT LIPID WEAR

１種
40mL
8,000 円

にさらされた肌をやさしく包み、睡眠中の肌を乾
燥から守り、しなやかなハリ感を与えます
・ナイトボタニカルコンプレックス※３配合
(保湿)
・ナイトベルベットブーケの香り

※１ ビワ葉エキス・アクアグルコシド（エチルグルコシド）・ウォータークレス（オランダカラシエキス）・グリセリン
※２ アルテア根エキス・ゴールデンカモミールエキス(クリサンテルムインジクムエキス)・フカスセラツスエキス・
グリセリン
※３ 甜茶エキス（テンチャエキス）・グリチルリチン酸ジカリウム(グリチルリチン酸 2K)・ビターオレンジ果皮エキス・
グリセリン

◆ベースメイク商品概要◆
商品名

※表示の価格は日本国内のメーカー希望小売価格(税抜)です
色・容量

特長

価格

顔色を明るくととのえながら、輝くようなツヤを与
カネボウ グロウプライマー
KANEBO GLOW PRIMER

１種
30mL
4,000 円

え、柔らかな光と血色感を与える化粧下地。なめら
かにのびて、ファンデーションを均一にフィットさ
せます
SPF10、PA+
・アロマティートピアの香り

カネボウ
フルラディアンスファンデーション
KANEBO FULL RADIANCE FOUNDATION

８色

溶けこむように広がり、まるで素肌と一体化するよ

うち

うにピタッと密着。光沢のヴェールで、輝きとハリ

海外専用

感を感じさせる肌印象に仕上げるリクイドタイプの

1色
各 30mL

・クリアトーンパウダー（合成金雲母）配合

5,500 円

・アロマティートピアの香り

カネボウ

１種

コントロールフィニッシュパウダー

18ｇ

KANEBO CONTROL FINISH POWDER

4,000 円

カネボウ フィニッシュパウダーケース

１種

KANEBO FINISH POWDER CASE
カネボウ フィニッシュパウダーパフ
KANEBO FINISH POWDER PUFF

ファンデーション。SPF25、PA++

1,200 円
１種
800 円

ふわりと軽やかに肌を包み、毛穴や肌の凹凸などを
カムフラージュしながら、明るくキメの整った透明
感のある肌に仕上げるフェースパウダー
・アロマティートピアの香り
フェースパウダー用のケース
中蓋ネット式、パフ付き

フェースパウダー用パフ

両面にゆるやかなカーブのついた形状で、頬などの
カネボウ フレームアジャストスポンジ
KANEBO FRAME ADJUST SPONGE

１種
900 円

広い面にも目もとや小鼻のまわりなどの細かな部分
にもファンデーションをなじませやすいスポンジ。
弾力があり、しっとりなめらかでやわらかな肌あた
り

◆ポイントメイク商品概要◆
商品名
カネボウ モイスチャールージュ
KANEBO MOISTURE ROUGE
カネボウ セレクションカラーズアイシャドウ
KANEBO
SELECTION COLORS EYESHADOW
カネボウ デュアルアイライナー（ペンシル）
KANEBO DUAL EYELINER (PENCIL)

※表示の価格は日本国内のメーカー希望小売価格(税抜)です
色・価格
６色
各 3,500 円

３種
各 5,500 円

特長
するするとなめらかにのびて、艶やかに色づき、
肌の色を明るく引き立てる口紅。唇をうるおい
感のあるつややかなヴェールで包みます
異なる色と光感で美しい印象を与えながら、目
もとの骨格とラインを際立たせ、凛とした表情
を演出する 5 色セットのアイシャドウ

２色

なめらかなタッチで美しいラインを描けるペン

各 1,500 円

シルタイプ、しなやかなタッチで極細の美しい
ラインを描けるリクイドタイプのアイライナ

カネボウ デュアルアイライナー（リクイド）
KANEBO DUAL EYELINER (LIQUID)
カネボウ デュアルアイライナーホルダー
KANEBO DUAL EYELINER HOLDER

２色
各 1,500 円
１種
1,000 円

ー。ダブル使いをすることで、目もとのフレー
ムを際立たせます
デュアルアイライナー（ペンシル・リクイド）
をセットできるホルダー
※片側だけセットすることも可能です
やわらかくなめらかなタッチで、太くも細くも

カネボウ ペンシルアイブラウ

２色

自在に描け、肌になじむナチュラルな仕上がり

KANEBO PENCIL EYEBROW

各 2,000 円

のペンシルアイブラウ。汗、水、皮脂に強く美
しい仕上がりをキープします

カネボウ ペンシルアイブラウホルダー

１種

KANEBO PENCIL EYEBROW HOLDER

2,000 円

カネボウ ヴァリアンブラッセ（チークス）
KANEBO VARIANT BROSSE (CHEEKS)

２種
2,500 円

カネボウ フェースカラーコンパクト

１種

KANEBO FACE COLOR COMPACT

2,000 円

カネボウ フェースカラーブラシ

１種

KANEBO FACE COLOR BRUSH

1,000 円

ペンシルアイブラウをセットできるホルダー
ブラシ付き
自然な血色感を与え、肌の美しさを際立たせな
がら、内側からにじみ出るようにつややかに仕
上げる２色セットのチークカラー
ヴァリアンブラッセ(チークス)をセットできる
ケース
太ブラシと斜めカットブラシを組み合わせたブ
ラシ

