2017 年６月６日

グローバルブランド「KANEBO」
スキンケア・メイクアップのラインアップを追加
～Beautiful at any age～
株式会社カネボウ化粧品
カネボウ化粧品は、2017 年９月８日、グローバルプレス
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テージブランド「KANEBO」のスキンケアとメイクアップの
新商品をそれぞれ追加発売し、商品体系の強化を図ります
（スキンケア４品目４品種、メイクアップ９品目 22 品種）。
スキンケアでは、年齢を重ねるごとに変化する肌悩みに着
目。いくつになっても自分らしい美しさを高めていくアイテ
ムをラインアップに加え、
「時間美容」※１発想によるお手入
れ提案をよりきめ細かく行っていきます。
またメイクアップは、“影の美しさで光が際立つ”ことに
着目し、光と影のコントラストで骨格を引き立て、美しく立
体感のある顔立ちを演出する提案を行います。
※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美容

スキンケア新商品概要
「KANEBO」は、
「時間美容」※１発想のスキンケアを提案しています。2016 年９月のブラン
ド導入以来、毎日の朝と夜のお手入れで使用する基本ケアアイテムに加え、なりたい肌・環境
に合わせて使用するアイテムを拡充してきました。
2017 年９月には、年齢を重ねるごとに変わる肌悩みに着目した、エイジングケア※２アイテム
を追加します。微細に分散されたオイルを含み、うるおいに満ちた透明感としなやかなハリを
与える化粧水、角層からふっくら、濃密なハリ感を与えるまろやかな乳液、こっくりしたテク
スチャーがほどけるように肌に溶け込み、豊潤なハリ感のある肌に整えるクリームの３品です。
花が咲き、実っていくような人生を表現するため、新しい香りを採用しました。可憐な茶花の
香り「ティートピア」を基調に、化粧水と乳液には咲いたばかりの活力ある花々をイメージさ
せるグリーンフローラルブーケを、
クリームには芳醇な
甘さをプラスし、
成熟とチャーミングな印象を備えたグ
ラマラスフローラルを賦香しています。
カネボウ化粧品
の調査では、
年齢を重ねるにつれて、
気持ちが前向きに、
自分に自信が持てるように変化する人が多いという結
果も明らかになっています※３。桜の木のように、花が
芽吹き、満開になり、そして実を結ぶ。どんなときにも
美しい、そんな人生を、スキンケアを通じて応援してい
きます。
※２ 年齢に合わせたうるおい・ハリのお手入れのこと
※３ 2015 年実施 20～70 代女性 n=696

同時に発売する「カネボウ スキン グロス オイル ウォーター」は、女
性が魅力的に見えるときのような、なめらかでつややかな肌に整える２相
タイプのオイル状美容液です。「ゆらぎがちな女性の美しさ」のリズムに
寄り添い、女性らしい美しさを引き出します。
メイクアップ 新商品概要
「KANEBO」は、時代にとらわれない普遍的な美しさを引き出すメイクアップを提案してい
ます。その際、重視しているのは「肌の質感」と「ライン」です。内側から発光しているかの
ようなにじむ光の質感をたたえた肌と、目もと、口もと、フェースラインなどのライン補整に
よって印象を際立たせ、たおやかで凛とした美しさを引き出します。
【肌の質感】
今回は、生活の中に意識的に“影”を取り入れてきた日本人の美意識に着目し、
「影が美しい
と光が際立つ」ことをメイクで表現しようと考えました。影と光のコントラストで骨格を引き
立たせ、 美しく立体感のある顔立ちを際立たせる商品を発売します。
「カネボウ トーンアッププライマー」は、５R※４ニュアンスの光感を持つカラ
ークリエイトパールを配合し、グリーンのカラーで美しい影色を表現した化粧下
地です。影と光のコントラスト効果で、上品な透明感を引き出し、肌を美しく見
せます。
「カネボウ ラスタークリームファンデーション」は、しっ
とりなめらかで、ポーセリン（陶磁器）のような洗練された仕上がりのク
リームファンデーションです。化粧下地の影のニュアンスを生かしながら、
光を透過するなめらかなつやを与えることで、内側から輝いているような
肌の質感を演出します。
「カネボウ ヴァリアンブラッセ（コントゥア）
」は、自然な影色をつくる
２色のシェイディングと、やわらかなつやと明るさを与えるハイライトのコ
ントラストで、立体感のある顔立ちを際立たせるフェースカラーです。
【ライン】
ポイントメイクでは、「KANEBO」が普遍的な美しさの要
素のひとつと考える、目や唇の美しい「ライン」を印象づけ
る新商品・新色を発売します。
「カネボウ インテンスクレヨンル
ージュ」は、するすると軽くのび、美
しい唇のフレームを描ける、細身のク
レヨンタイプの口紅です。高発色のや
やマットな仕上がりで、リップライナ
ーとしても使えます。５R※４カラーの
ニュアンスをもつレッドパールを配合。自然な血色感を演出
し、肌の色を美しく見せます。
※４ マンセル・カラー・システム色相環で「赤」の中心を指す記号。血色を感じさせる色相です

「カネボウ セレクションカラーズアイシャドウ」からは、シックな印象のラ
ベンダーカラーのセットを 1 種追加します。目もとの骨格やラインを際立た
せ、華やかで凛としたまなざしを演出します。

◆スキンケア商品概要◆
商品名

カネボウ グレイスフル フロウ ローション
KANEBO GRACEFUL FLOW LOTION

※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
品種・容量

特長

価格

180mL

微細に分散されたオイルを含む、まろやかなエイ
ジングケア※２化粧水。うるおいに満ちた透明感と
しなやかなハリのある肌に整えます

10,000 円

・ボタニカルコンプレックス GH※５配合（保湿）

全1種

・グリーンフローラルブーケの香り
コクのあるまろやかな感触で、うるおいをぎゅっ
カネボウ フルフィリング エマルジョン
KANEBO FULFILLING EMULSION

全1種
100mL
12,000 円

と凝縮したようなハリ感で肌を満たすエイジン
グケア※２乳液
・メチルセリン、ハイドラボタニカルコンプレッ
クス※６配合（保湿）
・グリーンフローラルブーケの香り
こっくりとした感触で、ほどけるように肌を包み

カネボウ スキンタイトニング クリーム
KANEBO SKIN-TIGHTENING CREAM

全1種
40mL
20,000 円

込み、ヴェールのように密着。美しさや気分まで
引き上げるようなエイジングケア※２クリーム
・ナイトボタニカルコンプレックス※７、ボタニカ
ルコンプレックス AM※８配合（保湿）
・グラマラスフローラルの香り
オイル相とウォーター相を振り混ぜて使い、うる

カネボウ スキン グロス オイル ウォーター
KANEBO SKIN GLOSS OIL WATER

全1種

おいと輝きのあるやわらかなつや肌に整えるオ

50mL

イル状美容液。ボディやヘアにも使えます

5,000 円

・ボタニカルコンプレックス OG※９配合（保湿）
・グルマンフローラルの香り

※２ 年齢に合わせたうるおい・ハリのお手入れのこと
※５ 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・ヒ
メフウロエキス
※６ 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
※７ 甜茶エキス・グリチルリチン酸塩（グリチルリチン酸アンモニウム）・ビターオレンジ果皮エキス・グリセリン
※８ 月桃葉エキス・メチルセリン
※９ 月見草エキス（メマツヨイグサ種子エキス）・グリセリン

◆メイクアップ商品概要◆
商品名

カネボウ トーンアッププライマー
KANEBO TONE UP PRIMER

※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
品種・容量

特長

価格
全1色
30mL
6,000 円

美しい影色を演出するグリーンカラーと血色感
を感じさせるやわらかな光のコントラストで、肌
に透明感を与える化粧下地
SPF15・PA++

・グラマラスフローラルの香り

全８色
うち

カネボウ
ラスタークリームファンデーション
KANEBO LUSTER CREAM FOUNDATION

カネボウ ファンデーションブラシ
KANEBO FOUNDATION BRUSH

海外専用
1色
各 30mL
12,000 円
全１種
5,000 円

なめらかで磨き上げられたような美しいポーセ
リンスキンに仕上げる、クリームタイプのファン
デーション
SPF15・PA+
・グラマラスフローラルの香り
顔の骨格にぴったりフィットしてファンデーシ
ョンを均一にのばす、毛量豊かな楕円形のオリジ
ナルブラシ。ブラシケース付き
影と光のコントラストで骨格を際立たせ、立体感

カネボウ
ヴァリアンブラッセ（コントゥア）
KANEBO VARIANT BROSSE (CONTOUR)

全１種
2,500 円

全６色

KANEBO INTENSE CRAYON ROUGE

3,500 円

全1色
3,200 円

KANEBO LIP PRIMER
カネボウ
ボリュームフレーミングマスカラ
KANEBO VOLUME FRAMING MASCARA
カネボウ アイブラウマスカラ
KANEBO EYEBROW MASCARA

全１色
3,800 円

全２色
2,800 円

カネボウ
セレクションカラーズアイシャドウ
KANEBO SELECTION COLORS
EYESHADOW

◆発売日◆ 日本：2017 年９月８日

ト
ケース別売 2,000 円、ブラシ別売 1,000 円

カネボウ インテンスクレヨンルージュ

カネボウ リッププライマー

のある顔立ちへ導くシェイディングとハイライ

新１種
5,500 円

高発色でソフトマットな仕上がりのクレヨンタ
イプの口紅。やわらかな感触でするするとのび、
唇のフレームを簡単に美しく描けます
うるおいを守り、ほんのり色づいて唇の質感を美
しく整えるリップ下地
１本１本のまつ毛に密着してボリュームアップ
し、まつ毛のカールも美しくキープする深みのあ
るブラックのマスカラ
とかすだけで眉の流れを整えて、つややかでハリ
のある立体的な眉に仕上げる眉マスカラ

目もとの骨格とラインを際立たせ、華やかで凛と
したまなざしを演出する５色セットのアイシャ
ドウの新色

海外：国によって異なります

◆主な取り扱い店◆ 日本：百貨店、一部の化粧品専門店
◆海外展開国◆

シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・ベトナム・ミャンマー・
フィリピン
※2017 年９月より、欧州市場（ドイツ、ロシア）にも導入します
（スキンケアのみ）

