2018 年 12 月 20 日
ノエビア最高峰スキンケアシリーズのメイクアップに新色登場。

ノエビア スペチアーレ 2019 年春のメイクアップ新商品
2019 年 2 月 5 日発売
ノエビアは、研究成果を惜しみなくつぎ込んだ最高峰スキンケアシリーズ『ノエビア スペチアーレ』の
メイクアップから春の新色（全 3 品目 8 品種／税抜 6,000 円～7,500 円）を 2019 年 2 月 5 日に新発売します。
「上質な艶をまとって華やぐ春の色。」をテーマに、明るく華やかなニュアンスで春を彩ります。ブルガリア
ンローズの華やかさに包まれて、洗練された美しさを演出します。全国の販売店、通信販売にてご購入いただ
けます。
【ブランドサイト】https://www.noevir.co.jp/speciale-make/

※表示価格は、希望小売価格です。

商品名
ノエビア スペチアーレ リップスティック
ノエビア スペチアーレ アイカラー
ノエビア スペチアーレ チーク

分類

色数

口紅

4色

各 6,000 円（税込 6,480 円）

アイカラー

2種

各 7,500 円（税込 8,100 円）

チークカラー

2種

各 7,000 円（税込 7,560 円）

＜マスコミの方からのお問い合わせ＞
株式会社ノエビア
カウンセリング事業部 宣伝企画グループ 鈴木・中尾・深尾・本間
〒107-0062 東京都港区南青山 1-2-6 ラティス青山スクエア 5F
TEL 03-6633-9946 FAX 03-3470-7007 MAIL news@noevir.co.jp

価格

＜お客さまからのお問い合わせ＞
0120-401-001 【ノエビアお客さまサービス室】
https://noevirstyle.jp オンラインショップ【ノエビアスタイル】

【商品特長】
とろけるように密着して、ふっくら、鮮やかに艶めく口もとに導く口紅。

ノエビア スペチアーレ リップスティック
各 6,000 円（税込 6,480 円）
07 ロージィピンク
華やかな発色のピンク。気品ある口もとに仕上げます。

08 スウィートピンク
可憐で愛らしいピンク。やわらかさをまとった女性らしい印象に。

09 ピュアレッド
ひと塗りで表情が春めく鮮やかなレッド。思わず惹きつけられる唇に。

10 コーラルピンク
肌なじみのよいコーラルピンク。明るくいきいきとしたイメージに。

オイル*1 配合により、なめらかにのびて心地よく密着。ひと塗りで鮮やかに発色します。美容液成分で唇を
ふっくらとさせ、華やかに艶めく美しさが持続します。
＜バラの花びらの質感を演出する成分＞
真珠パウダー*2…上品なつや感をプラス
モイストシャインオイル*3…上品なつや感となめらかさをプラス
密着オイル*4…鮮やかな発色とうるおいをキープ
＜美容液成分＞
シャクヤク根エキス*5、ローズヒップオイル*6、ローズマリー葉エキス*7、アマチャエキス*8、ヒドロキシプロリン*9、加水
分解コラーゲン*10、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス*11

*1 水添ポリイソブテン、トリエチルヘキサノイン、イソノナン酸イソトリデシル、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン *2 真珠層末
*3 ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）
、ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリ
スリチル *4 水添ポリイソブテン *6 カニナバラ果実油 （*1、*3～11 全て保湿成分）

美しく艶やかに、オーラを放つまなざしを演出するアイカラー。

ノエビア スペチアーレ アイカラー
（チップ&ブラシ・専用袋付）各 7,500 円（税込 8,100 円）
04 アクアブラウン
セカンドカラーは、澄んだブルーと落ち着いたブラウン。透明感の
ある知的な眼差しに。
05 スプリングピンク
セカンドカラーは、若草のみずみずしさを感じさせる軽やかなグリ
ーンと春に咲く花々のようなピンク。やわらかく、温かみのある
目もとに。
アクセントカラー
ベースカラー

セカンドカラー

繊細な目もとをいたわりながら、明るくつややかな印象に導きます。くすまず透明感のある仕上がりが持
続。上下 2 つのセカンドカラーを選んで、2 つのバリエーションが楽しめます。
＜バラの花びらの質感を演出する成分＞
真珠パウダー*1…上品なつや感をプラス
アミノ酸パウダー*2…しっとりとしたなめらかさをプラス
スムージングオイル*3…上品なつや感となめらかさをプラス

【ご使用法】
A をブラシで目のきわから眉下までまぶた全体に入れます。B または
を太い方のチップで上まぶたのきわからアイホールに入れます。D を
細い方のチップで上はまぶたのきわ全体、下は目尻から目頭に向かっ
て 1/3 まで細く入れます。

A

B

A

C

BまたはC

D

D
※セカンドカラーはBを使用

しっとり、ほんのり、ときめきに染まる頬に彩るチークカラー。

ノエビア スペチアーレ チーク
（ブラシ・専用袋付）各 7,000 円（税込 7,560 円）
03 シフォンピンク
上品なつやを放つ、洗練された色合いのシフォンピンク。
04 アプリコットピンク
やわらかく肌に溶け込むようになじむアプリコットピンク。

ふんわりとなめらかな感触で肌をいたわりながら、ほんのり上気したような美しい仕上がりが持続します。
3 色を混ぜてチークに、また、一番明るい色はハイライトとしてもお使いいただけます。
＜バラの花びらの質感を演出する成分＞
真珠パウダー*1…上品なつや感をプラス
ウォーターキープオイル*4…みずみずしさをプラス

【ご使用法】
ブラシで 3 色をまんべんなくとり、頬骨の高い位置を中心にふんわり入れます。

*1 真珠層末 *2 ラウロイルリシン *3 リンゴ酸ジイソステアリル *4 ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステ
アリル／ベヘニル）
（*3～4 全て保湿成分）

【『ノエビア スペチアーレ』メイクアップシリーズ共通特長】
◆「ノエビア スペチアーレ アイカラー」「同チーク」には、稀少なブルガリアンローズの
精油が配合され、優雅なメイクタイムを演出
7～8 万枚もの花びらから得られる精油はわずか 1g という類まれなる稀少価値を持った花
香の女王、ブルガリアンローズ。ブルガリアの“バラの谷”で栽培され、1 輪 1 輪手摘みで
収穫されています。ブルガリアンローズやターキッシュローズの精油を用いたスペチアー
レの香りは奥深く、まさに唯一無二の存在です。その香りを「ノエビア スペチアーレ ア
イカラー」「同チーク」に配合。また「ノエビア スペチアーレ リップスティック」には、
幸福感のあるつややかな仕上がりに導く、ダマスクバラ花エキス*1 を配合しました。

ブルガリアンローズ

※「ノエビア スペチアーレ リップスティック」には香りはありません。

◆バラの花びらを思わせる、上品なつや感とみずみずしくなめらかな仕上がり
バラの花びらの質感に着目し、上品なつや感を演出する真珠パウダー *2 を全品に配合。ま
た、各アイテムの特性に合わせて、モイストシャインオイル *3 などを配合し、なめらかで
みずみずしい上質な仕上がりに導きます。

光

真珠パウダー
多層構造で光を反射し
上品なつやを演出
※イメージ図

◆『ノエビア スペチアーレ』スキンケアシリーズに配合されている、8 種類のスキンケア成分配合
『ノエビア スペチアーレ』スキンケアシリーズと共通の 8 種類のスキンケア成分を配合。口もと、目もと、頬
をしっとりつややかに仕上げます。
＜8 種類のスキンケア成分＞
ヒアルロン酸ナトリウム(ヒアルロン酸 Na)、水溶性コラーゲン、ピュアビタミン A（パルミチン酸レチノール）、ビフィズス
菌エキス（ビフィズス菌培養溶解質）
、γ-グルタミン酸ポリペプチド（ポリグルタミン酸）
、キナエキス（キナノキ樹皮エキス）
、
ビタミン C 誘導体(リン酸アスコルビル Mg)/全て保湿成分、ビタミン E（トコフェロール)/製品の抗酸化成分

◆うっとりするような使い心地
なめらかで、しっとりとした使い心地で、メイクアップの度に幸福感に包まれます。

『ノエビア スペチアーレ』スキンケアシリーズについて
美容効果はもちろん、使い心地や香りにまでこだわり
ぬき、スキンケア行為がこころにも良い影響を与える
ことを願って開発されたスキンケアシリーズ『ノエビ
ア スペチアーレ』。最新のナノテクノロジー研究によ
る美肌効果はもちろん、一瞬でこころまで魅了される
感触と芳香にいたるまで、最高レベルを追求しました。
2013 年 7 月 5 日発売
ノエビア スペチアーレ 薬用クリーム＜医薬部外品＞
50g 100,000 円(税込 108,000 円) 写真右
販売名

N スペチアーレ 薬用クリーム q

ノエビア スペチアーレ 薬用ローション＜医薬部外品＞
200mL 38,000 円(税込 41,040 円) 写真左
販売名

N スペチアーレ 薬用ローション g

*1 保湿成分 *2 真珠層末 *3「ノエビア スペチアーレ リップスティック」のみ。ダイマージリノール酸（フィトステリル/
イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル）、ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル（全て保湿成分）

【「ノエビア スペチアーレ アイカラー」「同チーク」共通商品特長】
◆くすみをカバーし、自然な明るさを演出するパウダー配合
くすみをカバーし、色補正効果の高い、3 色のライトコントロールパール*1 配合。
細かな粒子が光を多方向に拡散し、くすみのない洗練された目もと、頬を演出
します。
＜3 色のライトコントロールパールの色補正効果＞
レッド…血色感をプラス
ブルー…透明感をアップ
ゴールド…明るさアップ

光

ライトコントロールパール
光を多方向に拡散
※イメージ図

◆透明感のある仕上がりが長時間続くパウダー配合
皮脂と混ざり合ってもくすみにくいラスティングホワイトパウダー*2 配合。つけたての美しさが長時間続きます。
◆ノエビアオリジナルのセラムパックパウダー*3 配合
保湿成分でパウダーをコーティングしたセラムパックパウダーと美容液成分を配合。肌に均一にひろがり、
パックをしたときのように、美容液成分を肌に届け、うるおいを保ちます。
＜美容液成分＞
シャクヤク根エキス*4、アボカドエキス*5、ベニバナ花エキス*6、オウゴン根エキス*7

◆しっとりなめらか製法
オイルを含ませてからプレスする製法で、しっとりとした仕上がりに。なめらかな感触で肌と一体化するよう
になじみます。
*1 酸化チタン、マイカ、酸化スズ

*2 合成フルオロフロゴパイト

*3 酸化チタン、グリセリン、水酸化 Al

*4～7 全て保湿成分

【ノエビア最高峰スキンケアシリーズ『ノエビア スペチアーレ』のご紹介】
美容効果はもちろん、使い心地や香りにまでこだわりぬき、スキンケア行為がこころにも良い影響を与
えることを願って開発されたシリーズです。最新のナノテクノロジー研究による美肌効果はもちろん、
一瞬でこころまで魅了される感触と芳香にいたるまで、最高レベルを追求しました。

ノエビア スペチアーレ 薬用クリーム ＜医薬部外品＞
50g 100,000 円(税込 108,000 円)写真右
販売名

N スペチアーレ 薬用クリーム q

なめらかで、とろけるように肌になじむクリーム。リッチな美肌成分を
2 つのナノサイズエマルジョンに凝縮し的確に送り届けます。肌が内側
からふっくらと立ち上がるように整い、見違えるほどのハリ・つや・
きめが立ちあらわれます。

ノエビア スペチアーレ 薬用ローション ＜医薬部外品＞
200mL 38,000 円(税込 41,040 円)写真左
販売名

N スペチアーレ 薬用ローション g

とろりと濃密ながらも、肌にのせた瞬間、とけこむようになじむローシ
ョン。1 本で化粧水と乳液のはたらきをする「Two in one 処方」で、
次のクリームを受け入れやすい肌状態に整えます。

ノエビア スペチアーレ 薬用デイセラム ＜医薬部外品＞
35g 各 24,000 円(税込 25,920 円)
SPF20･PA++ 全 2 種（L2、M3）
薬用デイセラム L2 販売名 N スペチアーレ 薬用デイセラム h
薬用デイセラム M3 販売名 N スペチアーレ 薬用デイセラム t

肌をうるおいで満たす、ファンデーションいらずの日中用薬用クリーム。
「ノエビア スペチアーレ 薬用クリーム」「同薬用ローション」と共通の
スキンケア成分配合で、日中もスキンケアしながら、うるおいあふれる
美肌に導きます。上品でなめらかな質感と、ワントーン明るい肌が続き、
ベルベットのようなつやと、内側から輝くような肌を生み出します。

ノエビア スペチアーレ 薬用パウダーセラム
＜医薬部外品＞
(パフ付) 23g 15,000 円(税込 16,200 円)
販売名

写真右

N スペチアーレ 薬用パウダーk

肌をふんわりと包みこむ、スキンケア感覚のフェイスパウダー。
「ノエ
ビア スペチアーレ 薬用クリーム」「同薬用ローション」と共通のスキ
ンケア成分配合で、澄んだ肌に導きます。さらに、真珠やバラの花び
らの質感に着目したパウダーなど 5 種類のパウダーで、洗練された透
明感あふれる肌を演出します。

ノエビア スペチアーレ 薬用プレストパウダーセラム
＜医薬部外品＞
(パフ・専用袋付) 12g
販売名

13 ,000 円(税込 14,040 円）写真左

N スペチアーレ 薬用プレストパウダーセラム a

「ノエビア スペチアーレ 薬用パウダーセラム」をプレストタイプのパウ
ダーに。ゴールドのラグジュアリーなコンパクトは、手にとるだけでここ
ろが浮き立つフォルムです。

