
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

ベース メイク製品の
Webページはこちら

リップ・ブラッシュ製品群の詳細はこちら

自分の美しさで、生きていく。
つくらない。流されない。これからのベーシック。

正式発売

Lips and Blush

新ニュー カラー ベース メイク リニューアル発売

リップ・ブラッシュ製品群
 2023年 1月 18日（水）

発売予定



 
自分 の 美しさで、生きていく。
つくらな い。流 さ れな い 。これ からの ベ ーシック。

Base make
ベース メイク

肌をうるおいで満たし、表面をなめらかに整えて日中の肌をトリートメントし続けるUV下地乳液。
メイクアップ下地としても優れた機能をもち、光の効果でくすみ・シミ・小ジワなどを自然にカバー。
内側から輝く、明るい肌印象を与えます。

光の効果で明るくなめらかな仕上がりの日中トリートメント ベース

ニュー カラー®
メイクアップ ベース SPF18・PA++

（全 3 色）
　

内容量 ： 40mL

＜スキン ケア成分（SOD 様作用）＞エターナルビューティ
 コンプレックス  ＜エモリエント成分＞ホホバ種子油  
＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コンプレックス

参考小売価格：¥4,624（税抜 ¥4,204）

卸売価格：¥3,234（税抜 ¥2,940）   PSV 19.75  

  5% ： ¥3,072（税抜 ¥2,793）   PSV 18.80  

  10%： ¥2,911（税抜 ¥2,646）   PSV 17.80  

 クリア
 製品コード：03002508
 ルミナス ベージュ
 製品コード：03002509
 ラベンダー ピンク
 製品コード：03002510

※掲載の製品と色見本は、できる限り実物と同じ色になるように印刷していますが、多少色合いが異なる場合もありますので、ご了承ください。

トーンアップ イルミネーター コンプレッ
クスを白い紙と黒い紙に塗布して実験。
シミ・くすみを象徴した黒い紙の方だけ、
青い光を発光して、明るくカバーしてい
ることが分かります。

トーンアップ イルミネーターによる
光の効果でくすみをカバー
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カバー力 自然 しっかり

仕上がり つや肌 マット肌

うるおい さらさら しっとり

カバー力 自然 しっかり

仕上がり つや肌 マット肌

うるおい さらさら しっとり

パウダーをのばすほどに、透きとおるような明るさが満ちてくる。
それが、ニュースキン独自のスキン ケア テクノロジーから生まれる肌。
光の効果を合わせもち、厚塗り感のない自然な印象で悩みもカバー。水あり・水なし 両用タイプ。

透明感あふれる仕上がりのスキン ケア パウダー ファンデーション

ニュー カラー パウダー ファンデーション用のコンパクト

ニュー カラー®
パウダー ファンデーション コンパクト
製品コード：03002523
参考小売価格：¥1,982（税抜 ¥1,802）
卸売価格：¥1,386（税抜 ¥1,260）   PSV 5.00  

＋

みずみずしいつけ心地で、うるおいを感じながら、
肌表面はさらりとしたマットな質感を叶えるファンデーション。
持ち運びできるコンパクトタイプで、化粧直しにも便利。いつでもどこでも美しい肌へ。 

パウダーのマットな質感とリキッドのみずみずしい感触を
兼ねそなえたクッション ファンデーション

※袋はイメージです。

※掲載の製品と色見本は、できる限り実物と同じ色になるように印刷していますが、多少色合いが異なる場合もありますので、ご了承ください。 ※掲載の製品と色見本は、できる限り実物と同じ色になるように印刷していますが、多少色合いが異なる場合もありますので、ご了承ください。

ナチュラル
製品コード：03001921

ライト
製品コード：03001920

ニュー カラー®
マット クッション ファンデーション レフィル SPF50・PA++++

（スポンジ付き）（全 2 色）
　

内容量 ： 10g

参考小売価格：¥3,945（税抜 ¥3,586）

卸売価格：¥2,759（税抜 ¥2,508）   PSV 16.85  

  5% ： ¥2,621（税抜 ¥2,383）   PSV 16.05  

  10%： ¥2,484（税抜 ¥2,258）   PSV 15.20  

ニュー カラー®
パウダー ファンデーション レフィル  SPF23・PA++ （全 7 色）
　

内容量 ： 10g

＜スキン ケア成分（SOD 様作用）＞エターナルビューティ コンプレックス
＜エモリエント成分＞ホホバ種子油  ＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コンプレックス

参考小売価格：¥5,616（税抜 ¥5,105）

卸売価格：¥3,927（税抜 ¥3,570）   PSV 24.00  

  5% ： ¥3,730（税抜 ¥3,391）   PSV 22.80  

  10%： ¥3,534（税抜 ¥3,213）   PSV 21.60  

ピンク
製品コード：03002516
ミディアム オークル
製品コード：03002519
ダーク オークル
製品コード：03002522

ピンク オークル
製品コード：03002517
ベージュ
製品コード：03002520

オークル
製品コード：03002518
ミディアム ベージュ
製品コード：03002521

ニュー カラー®
パウダー ファンデーション用
スポンジ
製品コード：03002524
卸売価格：¥220（税抜 ¥200）

ニュー カラー®
マット クッション ファンデーション SPF50・PA++++

（レフィル付き）（全 2 色）
　

　　ライト
　　製品コード：03001918
　　ナチュラル
　　製品コード：03001919

内容量 ： 10g

＜皮膚コンディショニング成分＞カリオデンドロンオリノセンセ種子油・ヒアルロン酸Ｎａ

参考小売価格：¥6,994（税抜 ¥6,358）

卸売価格：¥4,891（税抜 ¥4,446）   PSV 29.90  

  5% ： ¥4,646（税抜 ¥4,224）   PSV 28.40  

  10%： ¥4,402（税抜 ¥4,002）   PSV 26.90  

セット内容：●本体１個（マット クッション ファンデーション レフィルとスポンジはコンパクトに装着済み） 
●詰め替え１個（マット クッション ファンデーション レフィルとスポンジ）
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クリーミーな質感のリキッドタイプのコンシーラー。
チップで塗布できるので、気になる箇所をピンポイントでカバー。
うすくのばすことができ、肌に密着した自然な仕上がりに。

肌悩みを消し去る＊リキッド コンシーラー

内容量 ： 6g

＜皮膚コンディショニング成分＞カリオデンドロンオリノセンセ種子油
＜エモリエント成分＞カルナウバロウ

＊メイクアップ効果による。

テカリを抑えながら、毛穴や凹凸をカバーする、
化粧直しにも便利な仕上げ用パウダー。うすく
均一に塗布することができ、自然な仕上がりです。

セミマットな肌に仕上げる、
固形タイプの仕上げ用パウダー

ニュー カラー®
プレスト パウダー
SPF30・PA++
 

内容量 ： 8g

＜皮膚コンディショニング成分＞カリオデンド
ロンオリノセンセ種子油・マグワ根皮エキス 

製品コード：03001505
参考小売価格：¥6,531（税抜 ¥5,937）

卸売価格：¥4,567（税抜 ¥4,152）   PSV 27.95 

  5% ： ¥4,340（税抜 ¥3,945）   PSV 26.55  

  10%： ¥4,111（税抜 ¥3,737）   PSV 25.15 

ニュー カラー®
ルース パウダー
SPF17・PA++
 

内容量 ： 20g

＜皮膚コンディショニング成分＞カリオデンド
ロンオリノセンセ種子油・エーデルワイス花／
葉エキス

製品コード：03125027
参考小売価格：¥5,843（税抜 ¥5,312）

卸売価格：¥4,087（税抜 ¥3,715）   PSV 25.00 

  5% ： ¥3,883（税抜 ¥3,530）   PSV 23.75  

  10%： ¥3,678（税抜 ¥3,344）   PSV 22.50 

キメ細かいパウダーが、
肌に溶け込むようになじみ、
ふんわりなめらかな仕上がりです。

透明感のある肌に仕上げる、
ルースタイプの仕上げ用パウダー

ニュー カラー®
プレスト パウダー レフィル
SPF30・PA++
 

内容量 ： 8g

製品コード：03125064
参考小売価格：¥3,643（税抜 ¥3,312）

卸売価格：¥2,548（税抜 ¥2,316）   PSV 15.55 

  5% ： ¥2,420（税抜 ¥2,200）   PSV 14.80  

  10%： ¥2,292（税抜 ¥2,084）   PSV 14.00 

片方はスポンジ面、もう片方は起毛パフ面です。
しっかりつけたいときはスポンジ面、
ふんわり仕上げたいときは起毛パフ面と、
仕上がりに応じて両面お使いいただけます。

ニュー カラー®
プレスト パウダー用スポンジ パフ
製品コード：03035893
卸売価格：¥217（税抜 ¥197）

ニュー カラー®
ルース パウダー用パフ
製品コード：03125052
卸売価格：¥229（税抜 ¥208）

ルース パウダー用パフは
心地よい肌あたりで、
パウダーを肌に均一に広げます。

※掲載の製品と色見本は、できる限り実物と同じ色になるように印刷していますが、多少色合いが異なる場合もありますので、ご了承ください。 ※掲載の製品と色見本は、できる限り実物と同じ色になるように印刷していますが、多少色合いが異なる場合もありますので、ご了承ください。

ニュー カラー®
リキッド コンシーラー （全 3 色）
　

参考小売価格：¥3,608（税抜 ¥3,280）

卸売価格：¥2,523（税抜 ¥2,294）   PSV 15.40  

  5% ： ¥2,397（税抜 ¥2,179）   PSV 14.65  

  10%： ¥2,272（税抜 ¥2,065）   PSV 13.90  

　　ライト
　　製品コード：03002127

　　ミディアム
　　製品コード：03002129

　　ナチュラル
　　製品コード：03002128
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