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「マジョリカ マジョルカ ヌードメークジェル （フォーアクティブガール）」
2016 年 3 月 21 日（月）発売
～ 大人気の美素肌メークジェルから、春夏におすすめの SPF50・PA++++登場 ～
◆ 2016 年 3 月 21 日（月）、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」から、ベースメーキャップの新製品、フェース
パウダーの特製セット、限定メーキャップセットの計 3 品目 6 品種を新発売。
◆ 「ヌードメークジェル （フォーアクティブガール） 」（SPF30・+++）は、2015 年 5 月に発売後、「マジ
ョリカ マジョルカ」のベースメーキャップの売上を牽引している人気アイテム。今回、紫外線
防御効果が高く、くずれにくいタイプ（SPF50・PA++++）の「ヌードメークジェル （フォーアク
ティブガール）」が登場。
開発背景
若い世代を中心とした“すっぴん風メーク”のトレンドを受け、
2015 年 5 月に発売した「ヌードメークジェル」は、弾力のあるジェル
が肌に触れるとローションに変化する新感覚のベースメーキャップ
です。化粧下地・UV カット・ファンデーションの効果を兼ね備え、1
本で“すっぴんのような美肌”を実現します。発売後の「マジョリカ
マジョルカ」のベースメーキャップの月毎の売上は、平均で前年比
2 倍と好調が続いています（2015 年 5 月～12 月）。今回、第 2 弾と
して、紫外線が気になる春夏におすすめの「SPF50・PA++++」で発
売します。併せて、メーキャップへの関心が高まる季節を捉え、第
一印象を良く見せるフェースパウダーの特製セットと、雑誌
「Seventeen」、「nonno」とコラボレーションした限定メーキャップ
セットを発売します。
「ヌードメークジェル （フォーアクティブガール）」

全 3 品目 6 品種

【商品一覧】
商品名
マジョリカ マジョルカ
ヌードメークジェル（フォーアクティブガール）

分類
ファンデーション・化 粧

フェース

プレストポアカバー 特製セット （数量限定品）

パウダー

・マルチパウダーパレット
・ラッシュエキスパンダー エッジマイスター（ミニ）
・ヌードメークジェル（フォーアクティブガール）ミニ

色数

希望小売価格

25g

2色

各 1,300 円
（税込 1,404 円）

3.5g

2種

各 1,000 円
（税込 1,080 円）

2種

1,600 円
（税込 1,728 円）

下 地 ・コンシーラー

マジョリカ マジョルカ
マジョリカ マジョルカ
ナイストゥーミートユー （数量限定品）

容量

・アイシャドー・チーク
カラー・フェースパウダー
・マスカラ
・ファンデーション・化 粧
下 地 ・コンシーラー

・0.4g
・2.1ｇ
・6g

※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。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

マジョリカ マジョルカ

アクティブに過ごしてもずっと美肌 !!

ヌードメークジェル

強い紫外線もしっかりカット！

（フォーアクティブガール）

汗・皮脂にもくずれず長時間きれいな肌が持続。

＜ファンデーション・化粧
下地・コンシーラー＞

〇感動体感！美素肌メークジェル。弾力ジェルが肌に触れると、

SPF50・PA++++

ぴたっとフィットするローションに瞬間変化！素肌と見違える

2色

ほどナチュラルなサラサラ美肌のメークに仕上げます。

25g

弾 力 ジェルがローションに変 化！

各 1,300 円（税込 1,404 円）

○微細パウダーが均一にフィット。毛穴もニキビ跡もふんわり
カバーしてキメ細かな肌に導きます。
○化粧下地・UV カット・ファンデーションの効果を兼ね備え、1 本
でメークが完了します。
○メークしながらしっかり肌を守ります。
○肌あれを未然に防ぎ、素肌の美しさまで守ります。
－ 肌あれ防止成分 ※ （ ※ 硫酸 Ba）配合
－ 保湿エッセンス成分 ヒアルロン酸 Na,グリセリン 配合
○ニキビのもとになりにくい処方、無香料、アレルギーテスト済み

【色調】

(全 てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけでは
ありません。)

使用法
LB 明るい素 肌 色 NB 自然 な素 肌 色

●手のひらに適量をとり、指先で両ほお、額、鼻、あごにおき、顔
全体になじませます。

マジョリカ マジョルカ
「プレストポアカバー（レフィル）」に

プレストポアカバー

特製デザインケースがついた限定セット

特製セット
＜フェースパウダー＞
2 種（数量限定品） 10g
各 1,000 円（税込 1,080 円）

○毛穴などの肌の凹 凸をカバーし、均一 なすべすべの肌に仕上
げます。
－毛穴補正成分配合
○テカリ・べたつきをおさえ、つけたての美しい仕 上がりが持続し
ます。
－皮脂テカ防止成分配合
○ニキビのもとになりにくい処方

【色調】

(全 てのかたにニキビができないわけではありません。)

使用法
1
透明仕上げ
ルーセント

2
自 然 な肌 色
CC カラー

●パフに適量をとり、肌に軽くすべらせるようにお使いください。

※表示価格は希望小売価格です。
商品名・容量・価格

商品特長

マジョリカ マジョルカ
雑誌「Seventeen」「non・no」とコラボレーション！

ナイストゥーミートユー

新生活におすすめの第一印象・好感度アップを導く

2 種（数量限定品）

限定メーキャップセット。

1,600 円（税込 1,728 円）

「Seventeen」「non・no」編集部がセレクトした特別カラーのパレッ
ト＆液のび美ロングマスカラ＆美素肌メークジェルの限定セット
マルチパウダーパレット
17
Seventeen
×
マジョリカ マジョルカ

00
non・no
×
マジョリカ マジョルカ

組み合わせ自由自在！アイシャドーやチーク、ハイライトカラーな
どにマルチに使える発色の良いフェースカラー
【色調】

・マルチパウダーパレット
＜アイシャドー・チークカラー・
フェースパウダー＞
0.4g
・ラッシュエキスパンダー
RD

PK

エッジマイスター（ミニ）

Seventeen×マジョリカ マジョルカ

ｎon・no×マジョリカ マジョルカ

＜マスカラ＞
2.1ｇ

ラッシュエキスパンダー エッジマイスター（ミニ）
液のびベース＋4mm の漆黒ロングファイバーと、まつ毛 1 本 1 本
をとかしあげるコームで、繊細でありながら驚きの長さを実現
【色調】
BK999

・ヌードメークジェル
（フォーアクティブガール）ミニ
＜ファンデーション・化粧下地・

ヌードメークジェル（フォーアクティブガール）ミニ

コンシーラー＞

強い紫外線もしっかりカット！弾力ジェルが肌に触れると、ぴたっ

SPF50・PA++++

とフィットするローションに瞬間変化！素肌と見違えるほどナチュ

6g

ラルなサラサラ美肌のメークに仕上げます。
【色調】
LB 明るい素 肌 色

★「マジョリカ マジョルカ」 ブランドサイト
http://www.shiseido.co.jp/mj/
★「マジョリカ マジョルカ」 facebook ページ
http://www.facebook.com/majolicamajorca.official
★「マジョリカ マジョルカ」 Twitter アカウント
http://twitter.com/majolica_tweets
★「マジョリカ マジョルカ」 Instagram アカウント
https://www.instagram.com/majolicamajorca.official/

