
 

 

 

美しさを語る永遠の存在である 

薔薇のような美しさを表現するメーキャップ発売 

 

「クレ・ド・ポー ボーテ」 

2013 年秋冬の新色 

2013 年 8 月 21 日（水）発売 

 

クレ・ド・ポー ボーテは、薔薇の繊細な質感を再現し、美しさのベースとなるスキンケア効果で唇の魅

力を際立てる口紅「ルージュアレーブル」をはじめとした 2013 年秋冬の新色【全 5 品目 40 品種 2,000～

4,000 円（税込 2,100～4,200 円）】を、2013 年 8 月 21 日（水）に発売します。（発売元：資生堂インターナシ

ョナル） 

クレ・ド・ポー ボーテは、1982 年発売の「クレ・ド・ポー」を前身として 1996 年に誕生し、常に最先端の

技術を取り入れ、進化し続けているブランドです。国内高価格市場で確固たる存在感を築き、世界 12 の

国と地域（日本・中国・台湾・韓国・マレーシア・タイ・シンガポール・ベトナム・インドネシア・アメリカ・カナ

ダ・ロシア）で展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル 
 

※表示価格は希望小売価格です。 

【商品一覧】                                                全 5 品目 40 品種 

商品名 分類 色数 価格 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル （レフィル） 
口紅 30 色 各 4,000 円（税込 4,200 円）

クレ・ド・ポー ボーテ 

ホルダー（ルージュアレーブル） 
化粧用具 1 種 2,000 円（税込 2,100 円）

クレ・ド・ポー ボーテ 

スティロレーブル （レフィル） 
リップライナーペンシル 5 色 各 2,000 円（税込 2,100 円）

クレ・ド・ポー ボーテ 

ホルダー(スティロレーブル） 
化粧用具 1 種 3,000 円（税込 3,150 円）

クレ・ド・ポー ボーテ 

オンブルクルールソロ 

【数量限定品】 

アイシャドー 3 色 各 3,800 円（税込 3,990 円）



発売商品概要 

クレ・ド・ポー ボーテの 2013 年秋冬の新色のテーマは、｢薔薇のような美しさ」です。いつの時代も美

しさを語る永遠の存在である薔薇。優美な曲面を描いた薔薇の花びらのような繊細な質感の唇と、その

美しさを引き立てるはっとさせるほどに輝く目もとで、知性ある女性が醸し出す美しさを表現します。 

中心商品は、薔薇の繊細な質感を再現し、仕上がりの美しさのベースとなるスキンケア効果で唇の魅

力を際立てる口紅「ルージュアレーブル」です。人を魅了する薔薇のさまざまな表情と圧倒的な美しさを 3

質感 30 色で演出します。 

  
                                    

商品名・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル 

＜口紅＞ 

 

30 色 

  

（レフィル） 

各 4,000 円 

（税込 4,200 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サテン 

101・102・103・104・105・106・

107・108・109・110 

 

シルク 

201・202・203・204・205・206・

207・208・209 

 

ヴェルヴェット 

301・302・303・304・305・306・

307・308・309・310・311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ薔薇の花びらのようにどんな色でも美しく見える特別な質感 

 

○唇の美しい立体的な曲面を際立てる 3 つの質感です。 

サテン：花びらに朝露がおちたような輝きの反射が色にみずみずし

さを与え、うるおった唇を演出 

シルク：風に揺れる花びらのような柔らかな輝きが色をまろやかに

包み込み、柔らかな唇を演出 

ヴェルヴェット：花びらそのもののような抑えられた輝きが色にソフ

トな深みを与え、しなやかな唇を演出 

 

○瞬時に口もとの美しさを高める、くすみのない鮮やかでリッチな発

色です。 

－ＥＸカラードヴィタヒアロＴＭ（（保湿：アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロ

ン酸Ｎａ、モルティエレラ油、ＰＥＧ／ＰＰＧ－36／41 ジメチルエーテル、グリセリ

ン、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ））、赤色 218 号） 

 

○リップメーキャップの美しい仕上がりを阻害する唇の縦じわをカバ

ーするメーキャップ効果です。 

 

○美しい仕上がりが持続します。 

－ロングラスティング（仕上がり持続効果） 

 

Ⅱしっとりとうるおって、まるで唇そのものが美しくなったかのような仕

上がりを実現 

 

○唇の皮ふ生理に着目したスキンケア成分を配合し、うるおいが持

続します。 

－トリートメントラスティング（保湿持続効果） 

 

○口紅を塗る時間を優雅なひとときに変えるほど、唇に心地よくフィッ

トしやさしく包み込むようななめらかなテクスチャーです。 

 

○天然のローズエッセンスを配合したクレ・ド・ポー ボーテ一連の香

りです。 

 

○ジュエリーのような高級感と繊細なカッティングのバケットカット。リ

ップブラシを使わず唇に直接塗っても口角までもきれいに仕上がる

クレ・ド・ポー ボーテ独自の紅形状です。 

薔薇の花びらのような繊細な質感が生み出す色で 

唇の魅力を際立てる 

さらに仕上がりの美しさのベースとなるスキンケア効果で、 

これまでにない美しさであなたを輝かせるラグジュアリールージュ 



商品名・価格・容量 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ホルダー（ルージュアレーブル） 

＜化粧用具＞ 

1 種 

2,000 円（税込 2,100 円） 

 

                                           

 

 

 

○見た目にも、置いている姿にも魅了される美しい宝石のようなカ

ッティング「バケットカット」形状と、サスティナブルデザインを取り

入れたレフィルの交換可能なホルダーです。 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

スティロレーブル 

<リップライナーペンシル> 

（カートリッジ） 

 

5 色 

 

各 2,000 円（税込 2,100 円） 

 

201：スウィートで軽やかな彩りの 

ペールピンク 

202：フェミニンでやさしい彩りの 

ベージュレッド 

203：ヘルシーで華麗な彩りの 

ネオブライトレッド 

204：ロマンティックでおだやかな彩り

のブラウニーローズ 

205：スタイリッシュ／シックで落ち着

いた彩りのブラウニーレッド 

 

 

 

 

 

Ⅰ唇の輪郭にふさわしい光を演出 

 

○唇の輪郭にふさわしい質感を演出し、唇の柔らかな印象を残しな

がら理想的なフォルムが描けます。 

 

○口もとに明るさを与える鮮やかな発色です。 

－ＥＸカラードヴィタヒアロＴＭ（（保湿：アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアル

ロン酸Ｎａ、モルティエレラ油、ＰＥＧ／ＰＰＧ－36／41 ジメチルエーテル、グリ

セリン、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ））、赤色 218 号） 

 

 

Ⅱ美しい仕上がりをサポート 

 

○唇にうるおいを与えるトリートメント（保湿）成分を配合していま

す。 

－ＥＸカラードヴィタヒアロＴＭ（（保湿：アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアル

ロン酸Ｎａ、モルティエレラ油、ＰＥＧ／ＰＰＧ－36／41 ジメチルエーテル、グリ

セリン、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ））、赤色 218 号） 

 

○やわらかすぎず程よい硬さで、仕上がりの完成度を上げます。ぼ

かしやすくなめらかな使用感です。 

 

○計算された太さで、唇の繊細なニュアンスまで描きだすことがで 

きます。 

 

○にじみや薄れに強く、描きたての美しいフォルムが持続します。 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ホルダー（スティロレーブル） 

＜化粧用具＞ 

1 種 

3,000 円（税込 3,150 円） 

 

 

 

 

 

 

○唇の輪郭を描くのにふさわしいコシのある毛と、唇の面を塗るの

にふさわしい軟らかい毛をバランスよく配合することで、輪郭の描

きやすさと、唇の面の塗りやすさを両立したリップブラシ付きで

す。 

 

○持ちやすく、安定感のある重さと太さで、唇の曲面を捉えて完成

度の高い輪郭が描けます。 

まるで宝石のような佇まい 

クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル専用のホルダー 

美しくしなやかな唇のフォルムを演出する柔らかな描き心地の 

リップライナーペンシル 

クレ・ド・ポー ボーテ スティロレーブル（カートリッジ）専用の 

ホルダー 



 

商品名・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

オンブルクルールソロ 

＜アイシャドー＞ 

 

 

3 色 【数量限定品】 

 

3,800 円 

（税込 3,990 円） 

 

119：ローズゴールド 

ＳＡＴＩＮ（サテン） 

煌びやかなパールの質感で 

みずみずしい目もとを演出 

 

120：ローズサファイア 

ＳＩＬＫ（シルク） 

上品な光沢を感じる質感で 

女性らしい目もとを演出 

 

121：ローズブロンズ 

ＶＥＬＶＥＴ（ヴェルヴェット） 

深みのある輝きの質感で 

知的な目もとを演出 

 

 

 

 

○薔薇の美しさを再現した色と質感で、目もとの曲面美を演出します。 

 

○ミンクのように艶があるきめ細かくなめらかな肌質感と美しいグラデー

ションを演出します。 

 

○極めて貴重な宝飾品をモチーフに、2013 年秋冬のテーマ「薔薇のよう

な美しさ」に基づいた、美しさを語る永遠の存在「薔薇」の色と質感を

表現した色調です。 

 

○「薔薇のような美しさ」の世界観を表現した 2013 年だけの 3 色の限定

パッケージ。薔薇のさまざまな表情を表現したデザインです。 

 

 

 

 

目もとを華麗に印象づけるシングルトリートメントアイシャドー 

ヴィンテージジュエリーを身につけたかのように、 


