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ニュー スキン ジャパン 株式会社

もっと生き生きともっと美しさを引き出すメイクへ
メイク アップ アーティスト 山本 浩未さんをアドバイザーに迎えて

「NU COLOUR
COLOUR（ニュー
（ニュー カラー
」新製品
カラー）
2015
2015 年 1 月 9 日（金）発売

ニュー スキン ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：ライアン
ナピアスキー）は、ニュー スキン ジャパンのメイク アップ ライン「NU COLOUR（ニュー カラー）」
を、計算された色揃えと新処方によって一新し、
「美しさは、ひとつじゃない」をブランド コンセ
プトに、2015 年 1 月 9 日（金）に新たに発売いたします。
生まれ変わったニュー スキン ジャパンのメイク アップ ライン「NU COLOUR（ニューカラー）
」は、
メイクアップ アーティスト 山本 浩未さんをアドバイザーに迎え、流行を取り入れながらも時代に
左右されない色揃えから使い方まで、ブランド全体を監修していただきました。
その日の気分やシーンに合わせて自由に印象を着替えるように、粧うたびに新しいイメージや知ら
なかった深い魅力を発見できるブランドに生まれ変わりました。
今回新たに発売を迎えるのは、ポイント用のカラー メイク 8 製品。発売を記念して、限定のフル
セット製品もご用意しました。
また 3 月には、下地やパウダー ファンデーションといったベース メイクの発売も予定しています。
「 NU COLOUR（
参考小売価格
COLOUR（ ニュー カラー）
カラー ）」 2015 年 1 月 新製品ライン アップ
・ニュー カラー クチュール リップスティック
（全 10 色）
4,633 円（税込）
・ニュー カラー クチュール リップ グロス
（全 5 色）
3,552 円（税込）
・ニュー カラー クチュール アイシャドウ（全 5 セット各 3 色入り） 5,405 円（税込）
・ニュー カラー クチュール ブラッシュ
（全 4 色）
5,405 円（税込）
・ニュー カラー クチュール アイブロウ レフィル （全 3 色）
1,853 円（税込）
・ニュー カラー クチュール アイブロウ ホルダー
1,853 円（税込）
・ニュー カラー クチュール アイライナー
（全 3 色）
2,780 円（税込）
・ニュー カラー クチュール マスカラ
（全 2 色）
3,398 円（税込）
（限定発売）
・ニュー カラー ルックス フルセット／スイート
25,992 円（税込）
・ニュー カラー ルックス フルセット／エレガント
25,992 円（税込）
各製品の詳細は次頁のとおりです。
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ニュー スキン ジャパン メイク アップ ライン「NU
COLOUR（
（ニュー カラー）
ライン「
カラー）」製品概要

■ ニュー カラー クチュール リップスティック（全 10 色）
発色に、なめらかさに、すべてに感じるクラス感。潤み唇をつくる口紅
羽衣を重ねていくような軽やかさでなめらかにフィットして、
鮮やかに発色。モイスト サプライ コンプレックスが潤い豊かに
包み、乾燥から守りながら、ふっくらみずみずしい印象をプラス。
光の効果で気になるくすみをカバーし、立体感のある明るい唇に
仕上げます。
□内容量：2.3g
□唇コンディショニング成分：モイスト サプライ コンプレックス
□光散乱剤：トーンアップ イルミネーター コンプレックス
□エモリエント成分：ホホバ種子油
□参考小売価格 ￥4,633（税込）

★プリティ ピンク

★☆ジェラート ピンク

★シアー ピンク

★オールド ローズ

★フラッシュド

★ダスティ ピンク

★エレガント レッド

★☆マンダリン

★コーラル グロー

★モカ ブラウン

■ ニュー カラー クチュール リップ グロス（全 5 色）
濡れたようなツヤと潤いを与えるリップ グロス
蜜のようなツヤで、ふっくら唇に見せるリップ グロスです。
光の効果で唇のくすみをカバーしながら、透明度の高い輝きを実現。
保湿力に優れたモイスト サプライ コンプレックスが、気になる
縦ジワさえぷるんと見せ、乾燥から防ぎます。
グロスのみでナチュラルに、口紅に重ねればツヤ感をプラスできます。
□内容量：12g
□唇コンディショニング成分：モイスト サプライ コンプレックス
□光散乱剤：トーンアップ イルミネーター コンプレックス
□エモリエント成分：ホホバ種子油
□参考小売価格 ￥3,552（税込）

クリア

★☆コーラル

★ピンク

★シアー ベージュ

★☆ゴールド

★はパール入り、☆はラメ入りを表しています。
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■ ニュー カラー クチュール アイシャドウ（全 5 セット各 3 色入り）
印象的な目もとをつくる、3 色セットのアイシャドウ
コーディネートされた 3 色を重ねていくだけで、誰でも簡単に
立体感のある目もとが作れるセットです。光を乱反射するトーン
アップ イルミネーター コンプレックス配合で、くすみや影を
カバーし、明るい目もとに仕上げます。
□内容量：3.4g
□光散乱剤：トーンアップ イルミネーター コンプレックス
□エモリエント成分：ホホバ種子油
□参考小売価格 ￥5,405（税込）

★ミント ブルー

★シャンパン ピンク

★ベージュ ブラウン

★ライラック

★プラム ブラウン

■ ニュー カラー クチュール ブラッシュ（全 4 色）
2 色のブレンド効果で、美しいニュアンスと立体感をつくる頬紅
ビーズのように敷き詰めた 2 色をくるくるとブレンドしながら
頬に粧うことで、柔らかなニュアンスと透き通るような発色が
生まれる頬紅。光の効果でくすみをカバーし、明るさと立体感の
ある表情に仕上げます。
□内容量：4g
□光散乱剤：トーンアップ イルミネーター コンプレックス
□エモリエント成分：ホホバ種子油
□参考小売価格 ￥5,405（税込）

★シャンパン ビーズ

★ローズ ビーズ

★ピンク ビーズ

★オレンジ ビーズ

★はパール入りを表しています。
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■ ニュー カラー クチュール アイブロウ レフィル（全
レフィル （全 3 色）
洗練眉もふんわり眉も自在に描ける眉墨
細い線も太い線も自在に描き分けられます。眉にスルスルとのび、
もちの良いタイプ。別売りのアイブロウ ホルダー（ブラシ付き）に
セットしてお使いください。
□内容量：0.2g
□エモリエント成分：ホホバ種子油
□参考小売価格 ￥1,853（税込）

ブラウン

トフィー

グレー

■ ニュー カラー クチュール アイブロウ ホルダー
ぼかしに便利な専用ブラシ付き。
□参考小売価格 ￥1,853（税込）
■ ニュー カラー クチュール アイライナー（全 3 色）
目の際にも描きやすいアイライナー
ほどよい硬さで、くっきり印象的な目もとに仕上げるアイライナーです。
描いたあとのぼかしも簡単。芯を削る必要のない繰り出し式。
□内容量：0.14g
□エモリエント成分：ホホバ種子油
□参考小売価格 ￥2,780（税込）

ブラック

ダーク ブラウン

ブラウン

■ ニュー カラー クチュール マスカラ
マス カラ（全
カラ （全 2 色）
濃く、長く、上向きまつ毛に
長さの異なる 2 種類のファイバーが絡み合い、より長く濃いまつ毛を実現。
目の形に添って塗りやすい弓形ブラシで、1 本 1 本根元からしっかり立ち
上げながらボリュームを与えます。お湯で落とせるフィルムタイプ。
□内容量：6g
□エモリエント成分：ホホバ種子油
□参考小売価格 ￥3,398（税込）

ブラック

ブラウン
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■（限定販売）ニュー
（限定販売）ニュー カラー ルックス フルセット／
フルセット ／ ス イ ート
＜ 山本浩未プロデュース メイク
その 1＞
ピュアな発色を、ふんわりまとってつくるスイートなメイクです。
パッチリ丸い目もととバラ色の頬が印象的なこのメイクは、
何歳になっても可愛くありたいと思う女性にぴったり。誰からも
愛されるチャーミングな女性を演出します。
□セット内容：リップステック（プリティ ピンク）
リップ グロス（コーラル）
アイシャドウ（シャンパン ピンク）
アイライナー（ブラウン）
アイブロウ レフィル（トフィー）／アイブロウ ホルダー／
ブラッシュ（ピンク ビーズ）／マスカラ（ブラック）／レッスン ブック
□参考小売価格 ￥25,992（税込）

■ （限定販売）ニュー
（限定販売） ニュー カラー ルックス フルセット／
フルセット ／ エレガント
＜ 山本浩未プロデュース メイク
その 2＞
濃淡のニュアンスと、深い陰影のあるまなざしが、ラグジュアリー
な気品を醸し出すメイクです。色のグラデーションだけでドラマ
ティックなまでに印象的な目もとへ。
人を惹きつけるような品格美を放つ、ひとクラス上の女性を
演出します。
□セット内容：リップステック（エレガント レッド）
リップ グロス（ゴールド）
アイシャドウ（プラム ブラウン）
アイライナー（ブラック）
アイブロウ レフィル（トフィー）／アイブロウ ホルダー／
ブラッシュ（ローズ ビーズ）／マスカラ（ブラック）／レッスン ブック
□参考小売価格 ￥25,992（税込）
■メイクアップ アーティスト 山本 浩未 プロフィール
資生堂ビューティクリエーション研究所を経て独立。
｢今すぐ実践できるメイクテクニック」を発信するメイク アップの第一人者。
明るいキャラクターと明快なメイク理論が人気となり、メイクアップや美容コラムの
執筆など多数の連載をもつ。
女性誌以外にもテレビや講演会、トークショーの出演に加え、化粧品開発へのアドバイス
など多方面で活躍。
また、健康的で美しく暮らすライフスタイルが世代を超えた女性に支持されさまざまな
媒体で取りあげられている。
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