「豊かな発色」「シルクのつや」「ふっくらとした立体感」
すべてを叶える、新パーフェクトルージュ 誕生
グローバルブランド「SHISEIDO」より、
2013 年春の新製品
2013 年 1 月 1 日（火）発売
資生堂は、世界 89 の国と地域で販売しているグローバルブランド「SHISEIDO」のメーキャップライン
より、2013 年春の新色【全 4 品目 28 品種 3,500 円～4,000 円（税込 3,675 円～4,200 円）】を、2013
年 1 月 1 日(火）から、(株)資生堂インターナショナルを通じて全国のデパート約 250 店と、資生堂
WEB サイト「ワタシプラス」にて販売します。

【商品一覧】
商品名
SHISEIDO
パーフェクトルージュ
SHISEIDO
パーフェクトルージュ
テンダーシアー
SHISEIDO
ルミナイジング
サテンアイカラー トリオ
SHISEIDO
ルミナイジング
サテンフェースカラー

※表示価格は希望小売価格です。

分類

容量

色数

価格

口紅

4g

15 色

3,500 円 （税込 3,675 円）

口紅

4g

10 色

3,500 円 （税込 3,675 円）

アイシャドー

3g

2種

4,000 円 （税込 4,200 円）

フェースカラー

6.5g

1色

4,000 円 （税込 4,200 円）

グローバルブランド「SHISEIDO」のメーキャップライン
グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」のメーキャップラインは、2009 年 1 月に誕生以降、資生堂の最
新スキンケア、光科学、色材科学を駆使した技術と、アーティスティックディレクターであるディック・
ページ*の感性を融合し、クオリティーと感性を両立した、魅力ある商品と情報を全世界に発信して
います。
2013 年春の新商品は、ブランドの象徴アイテムであるパーフェクトルージュを、新技術を採用して
刷新します。また、数量限定発売し好評だったフェースカラー（2010 年）、アイシャドー（2011 年）を
定番品として発売します。これらの商品を通じて、大人の女性ならではの意志の強さとしなやかさを
感じさせるトータルメーキャップを提案します。
*Dick Page（ディック・ページ）
イギリス生まれ 1980 年代後半、ロンドンを活躍の場として、ファッション業界
に進出。マイケル・コース、ナルシソ・ロドリゲス、マーク BY マークジェイコブス
などのファッションショーのメーキャップを担当。また、数々のビューティーファ
ッション誌でも活躍中。創造性に富むメーキャップは、一見するとシンプルであ
りながらも、エレガントでゴージャスであり、時代を超越していると、高い評価を
受けています。

新パーフェクトルージュの技術
資生堂の意識調査結果（2010 年資生堂調べ、N＝258 名）から、女性は口紅に対して「発色」「保
湿効果」「使用感のよさ」「持続性」を求める声が上位にあがっています。このようなお客さまのニー
ズを踏まえ、「レッドイルミネーティングパール」を配合した新パーフェクトルージュは、「豊かな発色」
だけではなく「シルクのつや」「ふっくらとした立体感」の３つの仕上がり効果を実現する口紅へと進
化をさせました。
【レッドイルミネーテイングパールの効果】
① 透明度が高く赤く鮮やかな光を放つパール剤のため、鮮やかで豊かな発色を実現します。
② パール剤が薄くて大きいため、唇上に均一に広がり、シルクのようなつやと輝きを与えます。
③ レッドイルミネーティングパールの赤い光が、より唇をふっくらと見せることができます。
また、弾力があり厚い塗布膜を形成する「ボリューマイジングオイル」を配合することで、ふっくら
となめらかな唇を実現します。
新モデル －Sui He－
「SHISEIDO」メーキャップラインでは、2013 年春夏のメーキャッププロモ
ーションから、中国出身で世界のトップモデルとして活躍中の「Sui He
（スイ・ハ）」をモデルとして起用します。
Sui He は、世界をフィールドとして活躍を目指す彼女の向上心、日々の
肌のお手入れに対する惜しみない努力や探究心など、彼女の肌や表
情に表れていることから決定に至りました。
「グローバルに通用するモダンな美」を全世界に発信していきます。

Sui He（スイ・ハ）
中国 1989 年 9 月 23 日生まれ

【商品概要】
商品名・容量・価格
SHISEIDO
パーフェクトルージュ
<口紅>
15 色 4g
3,500 円（税込 3,675 円）
OR341
RD142*
PK343
OR544
RS745
RS347
PK307
RD514
PK417
RS320
RD304
RS306
RD732
PK303
RD305

商品特長
豊かな発色、シルクのつや、ふっくらとした立体感。
うるおいとなめらかさまで実現し、全てを満たすリップスティック

１．豊かな発色と、シルクのつや、ふっくらとした立体感で、仕立て上げられ
たような完成度の高い唇を実現します。
○レッドイルミネーティングパール 新配合
○トランスレッド・トランスオレンジ・トランスイエロー 配合
○ミクロマティックカラーピグメント 配合
２．クリーミーなつけ心地で、均一にフィット。縦じわが目立たず美しい色が持
続します。
○ボリューマイジングオイル 新配合
３．高い保湿効果で、唇のあれや乾燥を防ぎ、うるおいが持続します。
○S ハイドロラップバイタライジング DE（保湿成分） 配合
○ヒアルロン酸 配合
４．唇へのやさしさ・安全性に配慮
○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というわけではありません）

*モデル使用色
<使い方>
●1～1.5ｃｍくり出し、唇に直接塗布するか、リップブラシにとって使用しま
す。

商品名・容量・価格
SHISEIDO
パーフェクトルージュ
テンダーシアー
<口紅>
10 色 4g
3,500 円（税込 3,675 円）
PK301
BE302
BR503
RD304
RD205
RD506
RS307
RS508
RS509
PK410

商品特長
みずみずしい発色、シルクのようなつや、ふっくらとした立体感。
うるおいとなめらかさまで実現し、全てを満たすリップスティック

１． みずみずしい発色と、シルクのようなつや、ふっくらとした立体感で、
上品で軽やかな美しい唇を実現します。
○レッドイルミネーティングパール 新配合
○トランスレッド・トランスオレンジ・トランスイエロー 配合
○ミクロマティックカラーピグメント 配合
２．みずみずしいつけ心地で、均一にフィット。縦じわを目立たせません。
○デュウィーオイル 配合
○ボリューマイジングオイル 配合
３．高い保湿効果で、唇のあれや乾燥を防ぎ、うるおいが持続します。
○S ハイドロラップバイタライジング DE（保湿成分） 配合
○ヒアルロン酸 配合
４．唇へのやさしさ・安全性に配慮
○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というわけではありません）

<使い方>
●1～1.5ｃｍくり出し、唇に直接塗布するか、リップブラシにとって使用しま
す。

商品名・容量・価格
SHISEIDO
ルミナイジング
サテンアイカラー トリオ
<アイシャドー>
2 種 3g
4,000 円（税込 4,200 円）
RD711
RD299*
*モデル使用色

商品特長
上質なシルクのようになめらかな感触。
見たままの色がクリアに発色し、多彩な目もとを演出するアイシャドー

1. 絶妙な 3 色と質感の組み合わせで、目もとに多彩な仕上りを実現します。
2. 見たままの色がまぶたの上でも美しく発色します。
○ミクロマティックカラーピグメント 配合
3. 上質なシルクのようにしっとりなめらかな質感です。
○サテンスムーズパール 配合
4. まぶたにのせたときの美しい仕上がりが時間が経っても持続します。
○デュアルオプティマイジングパウダー 配合
5. 保湿成分配合
○S ハイドロラップバイタライジング DE（保湿成分） 配合

Pink Sands

RD711

Beach Grass

をイメージした

をイメージした

カラー

カラー

RD299*

<使い方>
●チップまたはブラシに適量取り、チップの広い面またはブラシを使いまぶ
た全体にぼかします。目尻や下まぶたなどにつける場合はチップの先端
を使います。
SHISEIDO
ルミナイジング
サテンフェースカラー
<フェースカラー>
1 色 6.5g
4,000 円（税込 4,200 円）
OR308

肌に溶け込むようになじみ、思い通りの仕上がりを実現。
つけたての美しい発色が一日中続くフェースカラー
1. 見たままの色が肌へなじみ、自然な立体感を創り出し、いきいきとした明
るい表情を演出します。
○ミクロマティックカラーピグメント 配合
○デュアルオプティマイジングパウダー 配合
2. 上質なシルクのようにしっとりなめらかな質感です。
○サテンスムーズパール 配合
3. つけたときの美しい仕上がりが一日中続きます。
○ミクロマティックカラーピグメント 配合
4. 保湿成分配合
○S ハイドロラップバイタライジング DE（保湿成分） 配合
<使い方>
●添付のブラシに適量とり、手の甲で色味のつき具合を調節します。
頬の中央から外側に向けてぼかします。

