
                   

       

    

 

 

              

愛され顔は、オーラがズルい。 

資生堂 ベネフィーク メーキャップ 

2013 年8 月21 日（水）発売 

   

 

 

 

 

資生堂は、化粧品専門店専用ブランド「ベネフィーク」より、光のもつ特性に着目したメーキャップ【全 6 品目 

20 品種、ノープリントプライス】を 2013 年8 月21 日（水）より発売します。 

今回は、気になる肌悩みをカバーしながら、つやと透明感のある「愛されオーラ肌」を化粧下地なしで実現  

する「リキッドファンデーション（クリスタライジング）」、唇に透明感とぷっくりとしたつやを与えるなめらかな  

口紅「リップスティック（メルティタッチ）」を中心に発売します。「ナチュラルでパーフェクトな仕上がり」を実現  

するために、ベネフィーク メーキャップは、光技術を応用し、素肌そのものが発光しているかのような、ふんわ

りと肌の内側からにじみ出る光を演出して、「愛され顔」を実現します。 

 

                

ルースパウダー （ルミナイジング）、リキッドファンデーション （クリスタライジング）、 

リップスティック （メルティタッチ）、アイブローマスカラ （エアリーフィール） 

左から 

【商品一覧】                                                    全6 品目20 品種 

商品名 分類 色数 容量 価格 

資生堂 ベネフィーク 
リキッドファンデーション （クリスタライジング）

ファンデーション 5 色 30ｍL 

資生堂 ベネフィーク 
ルースパウダー （ルミナイジング） 本体 フェースパウダー 1 種 15g 

資生堂 ベネフィーク 
ルースパウダー （ルミナイジング） レフィル フェースパウダー 1 種 15g 

資生堂 ベネフィーク 
ルースパウダー パフ （ルミナイジング） 

化粧用具 1 種 ― 

資生堂 ベネフィーク セオティ 
リップスティック （メルティタッチ） 

口紅 10 色 4g 

資生堂 ベネフィーク セオティ 
アイブローマスカラ （エアリーフィール） 

アイブロー 2 色 6g 

ノープリント

プライス 

 

※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。 

 



 
 
愛され顔を実現する「ベネフィーク メーキャップ」 

 「ベネフィーク メーキャップ」は、「日本のかわいい」を極める女性たちがターゲットです。化粧品専門店専用ブラ

ンド「ベネフィーク」より、自然体でありながら誰をも惹きつける「愛され顔」を実現するメーキャップとして 2013 年 2

月に発売し、店頭発売後3 ヶ月で数量計画比約140％の売上を達成しました。中でも「アイラッシュ（つけまつ毛）」

は数量計画比約160％、「マスカラ」は数量計画比約230％と、好調な実績で推移しています（2013年2月21日～

5 月20 日 店頭売上）。 

 

新ベースメーキャップの技術対応 

 女性は、ファンデーションに対して、ナチュラルでありながらも悩みはカバーしたパーフェクトな仕上がりを求め

ています。そこでベネフィークの新ベースメーキャップは、「ナチュラルでパーフェクトな仕上がり」のために、  

肌から発せられる光に着目しました。 

「オーラヴェールパウダー」、「スウィートオーラパウダー」の 2 種の粉末と、「オーラヴェールリキッド」、「クリス

タライジングオイル」の 2 種のオイルが、「光の強さ×光の量×光の色」をコントロールし、薄づきでありながら、 

これまでにない、素肌そのものが発光しているかのような、ふんわりと内側からにじみ出る「肌の光」を演出しま

す。化粧下地なしでファンデーションを肌に直接つけても、肌の悩みを自然にカバーし、みずみずしいつやと  

透明感を併せ持つ、パーフェクトなナチュラルメーキャップを実現します。 

 

①「オーラヴェールパウダー」 （ベースメーキャップ・ポイントメーキャップ共通成分） 

弾力性があり、肌に塗布すると薄い半透明の膜を形成し、素肌がもつつや・透明感を再現します。薄づきで、重ね

れば重ねるほど肌に透明感を与えると同時に、肌の凹凸などを補正し、なめらかで自然なカバー力を実現しま

す。 

 

②「スウィートオーラパウダー」 （ベースメーキャップ・ポイントメーキャップ共通成分） 

通常の粉末よりも微細で、ふんわりとしたピンクの光を発する粉末。一般的なパール剤に比べて、光を多方向に 

拡散しながら光を発するため、やわらかく血色感のある仕上がりになります。 

 

③「オーラヴェールリキッド」 【新成分】 （ベースメーキャップ配合成分） 

肌のつやを引き出す、資生堂新成分のオイル。光が届かず影になりやすい毛穴などの凹凸を埋めて肌を均一に

し、凹凸による影を目立たなくします。 

 

④「クリスタライジングオイル」 （ベースメーキャップ配合成分） 

肌に薄い光沢層をつくって光を多く反射させるオイル。素肌そのものがうるおったかのような適度なつやを演出  

します。 

 

プロモーション・販売展開 

プロモーションは、「蝦原 友里（えびはら ゆり）」さんを引き続き起用し、8 月下旬より、店頭・雑誌広告・ＷＥＢ

で展開します。 

 



 

【商品概要】                                                    全6 品目20 品種 

商品名 商品特長 

ベネフィーク 

リキッドファンデーション 

（クリスタライジング） 

＜ファデーション＞ 

5 色 各30mL 

SPF20・PA＋＋ 

オールシーズン 

ピンクオークル 10 

オークル 10 

オークル 20 

オークル 30 

ベージュオークル 10 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○素肌そのものが発光しているかのようなふんわりピンクのつやと高い 

透明感で、肌の内側からふんわりにじみ出る「愛されオーラ」を実現

します。 

－スウィートオーラパウダー 

－オーラヴェールリキッド【新成分】 

－オーラヴェールパウダー 

－クリスタライジングオイル 

○ファンデーションの直のせ使用（下地不要）でも肌がうるおいます。 

※ファンデーション単体での保湿効果データ取得済み 

○肌のくすみ、赤みなど、肌の色ムラや毛穴、小じわなどの影を消し去り、

均一で明るい肌色を実現します。 

－スウィートオーラパウダー 

－オーラヴェールパウダー 

○うるおいたっぷりの美容液のように肌へみずみずしく広がり、極薄膜と

なって肌へ密着。軽いつけ心地。 

 －クリスタライジングオイル 

 －オーラヴェールリキッド 

○薄つきでありながら、つけたての透明感とつやのある美しい仕上がりが

続きます。 

 －オーラヴェールリキッド 

○肌のうるおいを逃がさず、しっとりなめらかに保つスキンケア成分配合。

○紫外線から肌を守り、シミ・ソバカスを防ぎます。 

○1 回分の使用量を取り出せるディスペンサー容器。 

○背面のメモリ線で、残量が確認できます。 

○かわいらしさと優雅さを併せ持つ、フルーティーフローラルの香り。 

○オールシーズン・アレルギーテスト済み。 

（全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。） 

○ニキビのもとになりにくい処方。 

 

 

 

 

 

オーラあふれる美肌を演出する、直のせ光ワザファンデーション 

化粧下地なしで OK。 

みるみるつやっとピンクの愛され顔が完成 



商品名 商品特長 

ベネフィーク 

ルースパウダー （ルミナイジング） 

1 種 15g 

ルースパウダー （ルミナイジング） 

（レフィル） 

1 種 15ｇ 

<ルースパウダー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○素肌そのものが発光しているかのような、ふんわりピンクのつやと高い

透明感で、肌の内側からにじみ出る「愛されオーラ」を実現します。 

 －スウィートオーラパウダー 

 －オーラヴェールパウダー 

 －ルミナイジングパウダー【しっとりなめらか、均一に仕上がる新粉末】 

○つけるほどに、磨かれたように肌のつやが高まります。 

○スーッと肌になじんでファンデーションとの密着感を高め、ふんわりと

なめらかなつけたての美しい仕上がりが長時間持続します。 

 －ルミナイジングパウダー 

 －オーラヴェールパウダー 

○化粧くずれの気になる部分には、化粧下地として使用していただくこと

で、テカりを防ぎ、化粧持ちをより高めます。 

－ベースコントロールパウダー 

○肌のうるおいを逃がさず、しっとりなめらかに保つスキンケア成分配合。

○いつでも、どこでもきめ細やかにふんわりとした仕上がりを実現する 

携帯可能な専用パッケージ。 

 －資生堂初 粉の飛び散りを防ぎ、量の調整がしやすい「ストレッチネット」付容器 

○かわいらしさと優雅さを併せ持つ、フルーティフローラルの香り。 

○アレルギーテスト済み。 

（全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。） 

○ニキビのもとになりにくい処方。 

ベネフィーク 

ルースパウダー パフ 

（ルミナイジング） 

＜化粧用具＞ 

1 種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○肌あたりがやわらかく、肌のすみずみまで均一にふんわりとおしろいを

広げることができます。 

○おろしたての風合いが続くため、いつまでも美しい仕上がりを実現でき

ます。 

 

 

 

 

オーラを極める、直のせ光ワザパウダー 

毛穴を消し去り、引き締まった印象の顔立ちをつくる微細光パウダー

を配合。テカりやすい部分には化粧下地としても使用できます。 

 

 

ふんわり均一に粉末を広げる 

ベネフィーク ルースパウダー 専用のパフ 

 



商品名 商品特長 

ベネフィーク セオティ 

リップスティック 

（メルティタッチ） 

＜口紅＞ 

10 色 

各4ｇ 

 

 

 

 

 

PK01        PK02 

 

PK03        PK04 

 

RD01        RD02 

 
RD03           RS01 

 
RS02        OR01 

 

 

 

 

○唇に塗るとやわらかくとろけ、縦じわを見えにくくし、みずみずしいつや

を演出します。 

 －メルティタッチオイル 

 －縦じわ補正オイル 

○唇の丸みを際立たせ、ふっくらと立体的に整える効果があります。 

 －メルティタッチオイル 

 －縦じわ補正オイル 

○唇にフィットしながら輪郭をきれいに描け、にじみにくい仕上がり。 

－メルティタッチオイル 

－縦じわ補正オイル 

－唇にぴったりフィットする斜めカットの中筒スリムスティック 

○使うたびに唇がうるおうトリートメント効果があります。 

－保湿持続成分（ヒアルロン酸Na、グリセリン、ケイ酸（Na/Mg）） 

－マカデミアナッツオイル 

○唇のくすみを目立たなくします。 

○使うたびに甘い気分を盛り上げるフルーティーフローラルの香り。 

○アレルギーテスト済み（全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。） 

ベネフィーク セオティ 

アイブローマスカラ 

（エアリーフィール） 

＜アイブロー＞ 

2 色 

各6ｇ 

BR55 

BR66 

 

 

 

 

 

○眉をとかすだけで、しっかりした印象の黒眉を自然なブラウンにトーン

アップし、ふんわりとした眉に演出します。 

 －大小のゴールドパール、深み色のパールなど複数のパール配合 

－ホワイトエフェクトパウダー 

○パール×油分のつや効果で、立体的な眉に見せます。 

○眉をしっかりまとめながら、固めすぎず、ごわごわしない仕上がり。 

○光の当たり具合で白髪に見えません。 

－パールの適正配合 

○つきがよく、とかしやすく、小さい部分も仕上げやすいブラシを採用。 

○汗・皮脂・こすれに強く、美しい仕上がりが長時間持続します。 

 －ウオータープルーフ効果 

○使うたびに甘い気分を盛り上げるフルーティーフローラルの香り。 

○アレルギーテスト済み（全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。） 

とろけるリップの直のせ光ワザで、唇からオーラ際立つ。 

はちみつがとろけるようなやわらかさが、 

ぽってりとしたつやに変わって愛され度アップ 

 

  

  

 

直のせ光ワザで、目もとオーラ引き立つ。 

トレンドのやさしいナチュラル感を演出 

眉と絶妙になじませて、自然に明るくトーンアップ 

 

 

 


