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リキッドなのにジェル超え！！
濃密つやラインがひと塗りで描ける「ジェルリキッドライナー」
2016年2月21日（日）発売
～ 「マジョリカ マジョルカ」春のメーキャップ新製品発売 ～
◆ 2016 年 2 月 21 日（日）、「マジョリカ マジョルカ」から、アイライナー、唇用美容液の新製品、
マスカラ、チークカラーの限定色の計 4 品目 9 品種を新発売。
◆ 2016 年春は、入学、新学期を前に「第一印象アップ」が叶うメーキャップアイテムを展開。
◆ 「ジェルリキッドライナー」は、濃密なつやのあるラインが描けるのに、にじみにくいのが特長。
液量調整機能付き。
資生堂は、自分らしさを大切にする 10 代後半～20 代の女性を対象にしたメーキャップブランド
「マジョリカ マジョルカ」より、春のメーキャップアイテム【全 4 品目 9 品種／600 円～1,500 円（税込
価格 648 円～1,620 円）】を 2016 年 2 月 21 日（日）に発売します。
「メーキャップを始めたきっかけ」について、18～29
才の女性を対象に調査した結果、「進学」が 40．2％
で最も多い回答でした（2013 年 3 月、N=1,325 資生
堂調べ）。マジョリカ マジョルカでは、若い世代のメ
ーキャップへの関心が高まる入学、新学期などの時
期を何かが始まる予感がする季節と捉え、「Open
your luck」をテーマに、濃密なつやのあるラインで大
きな目もとをつくり第一印象を良く見せるアイライナー
「ジェルリキッドライナー」を発売します。併せて、唇用
美容液、マスカラ、チークからチェリーカラーの限定
色を発売します。
ジェルリキッドライナー BK999

【商品一覧】

全 4 品目 9 品種
商品名

マジョリカ マジョルカ

分類
アイ

容量
1.4mL

色数

希望小売価格

5色
各 950 円
（うち 1 色数量限定） （税込 1,026 円）

ジェルリキッドライナー

ライナー

マジョリカ マジョルカ

唇用
美容液

3.5g

マスカラ

6ｇ

1 種（数量限定）

1,200 円
（税込 1,296 円）

5.8ｇ

1 種（数量限定）

1,500 円
（税込 1,620 円）

リップエッセンスバーム
マジョリカ マジョルカ
ラッシュエキスパンダー エッジマイスター
マジョリカ マジョルカ

チーク

パフ・デ・チーク （フラワーハーモニー）

カラー

2種
各 600 円
（うち 1 種数量限定） （税込 648 円）

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-30-4710」でお受けしています。
お詫びと訂正 2015年12月24日に発表しました本リリースの「資生堂 お問い合わせ先」電話番号に誤記がありました。
深くお詫び申し上げます。 誤:0120-30-4170 正:0120-30-4710 (訂正日：2016年3月11日)

【商品概要】

※表示価格は希望小売価格です。
商品特長

商品名・容量・価格
マジョリカ マジョルカ

リキッドなのに、ジェル超え！！

ジェルリキッドライナー

凄濃密・激つや・にじみにくい
ウオータープルーフリキッドアイライナー

＜アイライナー＞
5 色（うち 1 色数量限定）
1.4mL

○濃密、つやラインがひと塗りで描け、目もとの極細ラインも

各 950 円（税込 1,026 円）

夜まで持続します。
○本体のクリックの回数で液量を調整でき、ナチュラルから
くっきりまで自在に描けます。
－液量調整機能

○目尻の跳ね上げラインもブレやかすれなく、綺麗なラインが
描けます。
－極細先端 0.02mm 毛採用
○12 時間仕上がり持続テスト済 ＊
【色調】

＊資生堂調べ・効果には個 人差があります。

★メインカラー
○汗・皮脂・涙に強いウオータープルーフタイプです。
BK999
★漆黒

BL701
ネイビー

BR666
ブラウン

使用法
●よく振ってからキャップをとり、1～3 回程度クリックしてお使い
ください。

GY802
パ ープ ル
グレー

PK400
チェリー
ピンク
（数量 限定）

●初めてお使いになる際は、キャップと本体の間のストッパーを
引き抜き、キャップと本体のすき間がなくなるまで、しっかりと
押し込んでください。キャップをしたままよく振り、筆を軽くほぐ
してから、液が筆全体にいきわたるまでクリックしてお使いくだ
さい。

※表示価格は希望小売価格です。
商品特長

商品名・容量・価格

瞬間実感！ピュアなベビーリップへ。

マジョリカ マジョルカ

唇の上でとろーり！！

リップエッセンスバーム

美容液リップバーム

＜唇用美容液＞
2 種（うち 1 種数量限定）
3.5g

○瞬時にとろけて、うるおい浸透密封！あれ・くすみをカバーし、
ベビーのような血色のよいぷるぷる唇に導きます。

各 600 円（税込 648 円）

－保湿成分はちみつエキス ※ 配合
※ハチミツ、リンゴ酸ジイソステアリル

【うるおいチャージ】
○空気中の水分をキャッチし、保ちます。
－ウオーターキープ成分配合
【濃密マスク】
○あれ・くすみをぴたっとコートし、うるおいを密封することで、
つやつや、ぷるぷるの唇に導きます。
【色調】

【カラーコントロール】
○くすみを補正して、血色のよい色にコントロールします。

ほんのり明 るく

ベビーティント

ほんのり色 づく

チェリーティント
（数量 限定）

使用法
●3mm 程度くり出し、唇に直接すべらせるように使用ください。
チェリーピンクの限定色登場！

マジョリカ マジョルカ

液のびベースで迫力の美ロングマスカラ

ラッシュエキスパンダー
エッジマイスター

○繊細でありながら驚きの長いまつ毛を実現します。

＜マスカラ＞

－W のロングアップ成分（液のびベース＋4mm の漆黒ロング

1 種（数量限定） 6ｇ

ファイバー）配合

1,200 円（税込 1,296 円）

－まつ毛 1 本 1 本をとかしあげるデュエットコーム
○汗・皮脂・涙に強いウオータープルーフタイプで、まつ毛の
カールが長時間持続します。
○黒目を印象的に演出し、可憐な第一印象に見せる限定色
使用法
＜デュエットコームの使い方＞
まつ毛の根元を持ち上げるように、毛先に向かってとかしあげます。

【色調】
PK400
チェリーピンク
（数量 限定）

目尻や下まつ毛などの短いまつ毛もキャッチし、とかしながら仕上げます。

●目尻、下まつ毛などにポイントカラーとしての使用もおすすめ
です。

※表示価格は希望小売価格です。
商品名・容量・価格

商品特長
サクラのような限定色登場！

マジョリカ マジョルカ

くるくるポンポン なじませチーク

パフ・デ・チーク
（フラワーハーモニー）
＜チークカラー＞

○微粒子パウダー3 色をセット。パフでくるくるポンポンする

1 種（数量限定） 5.8ｇ

だけで、自然に肌になじみ幸せほっぺを演出します。

1,500 円（税込 1,620 円）
①濃い色：血色を与えるブラッドカラー
②中間色：なめらかな肌に整えるコントロールカラー
－毛穴をカバーするスムースカバーパウダー
③淡い色：ツヤを生み出すグローカラー

②

①

③
【色調】
○ほんのりピンクの光を放ち、可愛らしく好感度が高い第一
PK401
サクラピンク
ミックス

印象に見せる限定色
使用法
●パフで大きく円を描くようにとり、ほおの高いところを中心に
パフでポンポンとぼかします。

★マジョリカ マジョルカ公式 ホームページ
http://www.shiseido.co.jp/mj/
★マジョリカ マジョルカ公式 ｆａｃｅｂｏｏｋページ
http://www.facebook.com/majolicamajorca.official
★マジョリカ マジョルカ公式 Twitter アカウント
http://twitter.com/majolica_tweets
★マジョリカ マジョルカ公式 Instagram アカウント
https://www.instagram.com/majolicamajorca.official/

