
クレ・ド・ポー ボーテ 2019 ホリデーコレクション「KIMONO DREAM」  

最新のデジタル技術で描かれる幻想的な夢の世界が出現！ 

ホリデーコレクションの世界観を体感できる限定イベントを 10 月 18 日（金）から 3 日間開催 

～メイクアップのプロによるタッチアップも実施～ 
 

資生堂グループのハイプレステージブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、「KIMONO DREAM」をテーマにしたホリデーコレクション【全 6 品目 6

品種 5,000～14,000 円（税抜）】を 2019 年 10 月 21 日（月）に全国一斉数量限定発売します。これを記念して、「KIMONO 

DREAM -KIMONO の夢で、あなたが目覚める。-」のコンセプトのもと、新商品の先行体験に留まらず、「KIMONO DREAM」の世界観を

新しい形で演出した特別なイベントを、10 月 18 日(金)～20 日（日）までの 3 日間、原宿・明治神宮前 jing（ジング）にて開催しま

す。イベントでは、発売に先駆けてホリデーコレクションを先行体験いただけることはもちろん、デジタルアートを用いて表現した「KIMONO 

DREAM」の夢のような世界をお楽しみいただけます。 
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株式会社 資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 

《本件に関する報道関係者の方々からのお問い合わせ先》 
「クレ・ド・ポー ボーテ 2019 ホリデー限定コレクション」PR 事務局 (株式会社マテリアル内) 

担当：  國井 (070-3874-4269)・枡田 
TEL : 03-5459-5490 / FAX : 03-5459-5491 / E-mail : kunii@materialpr.jp 

◆ クレ・ド・ポー ボーテから、2019 年ホリデーにお届けするのは「KIMONO DREAM」。現代女性の内面美に着目をし、日本の伝統装束「着物」を用

いて表現しています。鮮やかな色や四季の文様を描く KIMONO が、纏う女性の内面美を引き出し、固有の美を完成させます。 

◆ ホリデーシーズンを前に盛り上がりを見せる原宿・明治神宮前エリアに、クレ・ド・ポー ボーテ独自の視点で描く、最新のデジタル技術を用いた幻想的

な夢の世界を作り上げました。 

◆ 夢の世界の入り口となる２階エントランスをくぐると、各プロダクトテーマとなっている４つの女性の内面美「情熱」「強さ」「優しさ」「可憐」を、最新のデジタ

ルアート技術を用いて表現した夢の世界が広がります。「見る」だけではなく、「動き」に反応する独自のセンサー技術を用いることで、４つの夢の世界

をより深くお楽しみいただける参加型の特別な体験をご用意しております。圧巻のスケールと美しさに、思わず時間を忘れてお楽しみいただけるコンテン

ツとなっております。 

◆ 1 階では、今回クレ・ド・ポー ボーテと「株式会社 多ち花」がコラボレーションし、ホリデーコレクションのために制作されたオリジナルの着物や、貴重な

染めの技法「摺り型友禅」により、1 色 1 色着物に色が塗り重ねられていく工程を見ることができる、長さ約 10 メートルの反物が展示され、圧巻の美

しさをご覧いただけます。厳密なクラフトマンシップと伝統を継承しながらも、モダンで新しいチャレンジに挑み続ける双方の姿勢が今回のコレクションに生か

されています。 

◆ さらに 1 階では、イベントを中心に活動をしているトップメイクアップクリエイターによる、ホリデールックのタッチアップをご体感いただけるブースや、自

由に商品に触れることができるセルフタッチアップスペースをご用意。ホリデー商品を発売前に体験できます。 

◆ イベント期間中は、来場者のみなさまに、8 月に発売になったばかりの新ベーシックスキンケア「キーラデイアンスケア」の 1day サンプルなどをご体験い

ただけるプレゼントをご用意。さらに、ご自身の SNS 上にイベントに関する情報をご投稿いただいた方には、クレ・ド・ポー ボーテオリジナルの巾着袋に

入った特別なプレゼントをお渡しております。※数量限定。なくなり次第、終了。 

イベント概要  

イ ベ ン ト 名 ： クレ・ド・ポー ボーテ「KIMONO DREAM ～KIMONO の夢で、あなたが目覚める。～」 

会 場 ： 東京都渋谷区神宮前 6 丁目 35-6 jing（ジング）  

開 催 期 間 ： 2019 年 10 月 18 日(金)～10 月 20 日(日) 11:00-20:00 

公 式 URL ： https://www.cledepeau-beaute.com/jp/news-holiday2019-jing.html 

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/news-holiday2019-jing.html


イベントコラボレーター概要 

 

松尾高弘（まつお たかひろ） 

 

アーティスト。 

1979 年、福岡出身。LUCENT 代表。九州芸術工科大学大学院修了。 

映像、照明、テクノロジー、インタラクションと、美的表現による光のインスタレーションを

手がける。自ら制作する映像やライティング、プログラミングなど、多彩な表現と技術によ

りアートワークを一貫して構築する。 

近年の主なアートワークに、SHISEIDO THE STORE、コンラッド大阪、生きているミ

ュージアム NIFREL など。 

http://www.lucent-design.co.jp/about/ 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 2019 ホリデーコレクションテーマ  

 

KIMONO DREAM  

KIMONO の夢で、あなたが目覚める。 

 

１色ずつ重ねながら染め上げられていく、1 枚の絹布。 

KIMONO はその工程も、着付けも、 

重ねていくことで美が形成されていきます。 

色のレイヤーが四季の文様を浮かび上がらせ、 

女性の多彩な美をも引き出す。 

ハッとするような情熱の赤、自然の繊細さや強さは、 

あなた自身の内面を映し出す心模様。 

唇、目もとや全身にまとえば、あなただけの固有の美しさが完成するのです。 

華やかな夢が繰り広げられたあとに、手のなかに残された余韻。 

それがクレ・ド・ポー ボーテのホリデーコレクション、KIMONO DREAM。 

 

＜心模様を引き出す４つのストーリー＞ 

現代を生きる方の内面美をコンセプトにアイテム毎のストーリーを構築しました。一人の方が有する多様な表情をそれぞれのア

イテムで「情熱」、「強さ」、「可憐」、「優しさ」を表現します。今回のイベントでも、この 4 つをテーマに夢の世界を作り上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情熱」 
あなたのなかで染まる 

写真商品：ルージュアレーブル カシミア レッドパッション 

「強さ」 
まなざしの強さは意志 

写真商品：オンブルクルールクアドリ n 

「可憐」 
少女のような無垢と繊細さ 

写真商品：プードルコンパクトエサンシエル 

「優しさ」 
ひとを包みこむ優しさ 

写真商品：ユイルレパラトゥリス 

http://www.lucent-design.co.jp/about/


アートワークコラボレーター概要 

 

大竹彩名（おおたけ あやな） 

 

1981 年、埼玉県生まれ。 

幼少の頃より姉が日本舞踊を習っており、両親も茶道を習っていたため着物や日本の伝統文

化を身近に感じながら育つ。 

2007 年東京藝術大学美術学部日本画を卒業し、卒業制作でサロン・ド・プランタン賞、台

東区長賞を受賞。同大学大学院へ進学し、修了制作は東京芸術大学買上げとなる。

2012 年学位取得。卒業後はアートフェアや都内のギャラリー、百貨店などで自身の作品発

表を続ける。また同時期に装丁画の仕事を開始し、林真理子、山本兼一、伊東潤などの時

代小説や、立川談志全集 DVDBOX のパッケージなども手がける。 

 

＜着物コラボレーション＞ 

 京都における着物産業の次代の担い手が集まる、「きものアルチザン京都」。その中でも特に摺型友禅というモダンな技法を

使い、大胆かつ繊細な着物づくりをする、株式会社 多ち花によるクレ・ド・ポー ボーテオリジナルの着物※製作が実現しました。 

※クレ・ド・ポー ボーテオリジナル着物: ルージュアレーブル n、ルージュアレーブルカシミアパッケージ使用の着物 

 

 

【商品一覧】 

 

クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル カシミア 

＜口紅＞ 

カラー：レッドパッション   

価 格：各 6,000 円 円（税込 6,600 円） 〔数量限定〕  

 

カシミアのようにしなやかに唇に寄り添う 

ラグジュアリーなマットルージュです。 

微細な輝きとふっくらとした立体感、贅沢な色が 

唇を生きいきと見せ、肌まで美しい印象に導きます。 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル n 

＜口紅＞ 

カラー： シルクパッション 

価 格：各 6,000 円（税込 6,600 円） 〔数量限定〕 

 

軽やかな色と繊細なつや、ふっくらと官能的な立体感による 

若わかしい仕上がりです。 

唇を弾むように生きいきと見せながら、 

肌まで美しい印象に見せるラグジュアリールージュです。 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテ オンブルクルールクアドリｎ 

＜アイシャドー・アイライナー＞ 

カラー： ドレイプドインベルベット 

価 格：7,500 円（税込 8,250 円） 〔数量限定〕 

 

 

 

繊細な輝き、上質な色、多彩な質感のハーモニーが 

魅惑的なグラデーションを創り出します。 

印象的なまなざし美を自在に演出する 3 色アイシャドウと 

漆黒のアイライナーをセットした限定アイカラーパレットです。 



クレ・ド・ポー ボーテ プードルコンパクトエサンシエル 

＜フェイスパウダー＞ 

カラー： ブルーミングチェリー 

価 格：10,000 円（税込 11,000 円）〔数量限定〕 

 

ふんわりと微細にひろがり、朝の化粧したてのような明るく、 

美しい肌質感に整えます。 

繊細で上質な肌を再演出する 

プレストタイプの化粧直し用フェイスパウダーです。 

 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテ ユイルレパラトゥリス（医薬部外品） 

＜オイル状美容液＞ 

価 格：14,000 円（税込 15,400 円） 〔数量限定〕 

 

オイル状美容成分が素早く肌を包み込み、 

すこやかな肌に導くリペアオイルです。 

贅沢な心地よい香りとなめらかなテクスチャーで全身を満たし、 

優雅で洗練された輝きをもたらします。 

 

 

 

【店舗・数量限定品】 

クレ・ド・ポー ボーテ ルージュリキッドルミヌ マット 

＜口紅＞ 

カラー： ベルベットクラッシュ 

価 格：5,000 円（税込 5,500 円） 〔直営店限定品*〕 

*取り扱い店舗は、クレ・ド・ポー ボーテ 表参道ヒルズ店、 

GINZA SIX 店です。 

 

幾重にも重ねたような贅沢な色とふっくらとした立体感が 

大胆で情熱的な唇を演出するリキッドルージュマットです。  

優しくうるおうテクスチャーがふんわりと唇を包みこみ、 

肌まで美しい印象に導きます。 

 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト：https://www.cledepeau-beaute.com/jp/ 

 

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/

