2019 年 1 月 21 日
最高レベルで UV カットするファンデーションと、敏感な肌にもやさしい使い心地の日やけ止め

ノエビア レイセラ プロテクターUV ファンデーション
ノエビア レイセラ プロテクターUV カットスティック
ノエビア レイセラ ミルキーベビー UV
2019 年 3 月 5 日発売
ノエビアは、サンケアシリーズ「レイセラ」より、最高レベルの UV カット力と快適な使い心地、美しい
仕上がりを叶えるパウダーファンデーション｢ノエビア レイセラ プロテクターUV ファンデーション」と、
スティックタイプのファンデーション「ノエビア レイセラ プロテクターUV カットスティック」、繊細な肌を
やさしく守る日やけ止め｢ノエビア レイセラ ミルキーベビー UV」を 2019 年 3 月 5 日にリニューアル発売
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/raysela/

SPF 値・PA 値

商品名
ノエビア レイセラ プロテクターUV ファンデーション
リフィール （全 5 色）

容量

各 3,000 円
（税込 3,240 円）

SPF50+・PA++++

12g

SPF50+・PA++++

―

3,000 円
（税込 3,240 円）

SPF28・PA+++

45g

3,000 円
（税込 3,240 円）

※ケース（スポンジ付）別売

ノエビア レイセラ プロテクターUV カットスティック

価格

ノエビア レイセラ ミルキーベビー UV

ケース 1,500 円
（税込 1,620 円）

※表示価格は、希望小売価格です。

＜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

＜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】

最高レベルで隙なく守り、美しい仕上がりを長時間キープするパウダーファンデーション
ノエビア レイセラ プロテクターUV ファンデーション
リフィール SPF50+・PA++++ 全 5 色 12g
ウォータープルーフタイプ ツーウェイタイプ
各 3,000 円(税込 3,240 円) ※ケース別売
ケース（スポンジ付）

1,500 円(税込 1,620 円)

【色調】
PK-02 ピンク 02
NB-03 ナチュラルベージュ 03 NB-04 ナチュラルベージュ 04
NO-02 ナチュラルオークル 02 NO-03 ナチュラルオークル 03

■最高レベルの UV カット力とウォータープルーフで、真夏のレジャーシーンにも
従来の SPF40・PA++から、国内最高レベルの SPF50+・PA++++に UV カット力がアップ。ウォータープルーフ
タイプなので、真夏のレジャーシーンにもおすすめです。

■皮脂吸着パウダーと高密着オイルで、美しい仕上がりを長時間キープ
従来品に配合されている板状の皮脂吸着パウダー*1 に加え、毛穴に入り込み皮脂を素早く吸着するノエビアオリジ
ナルのオイルキャッチパウダー*2 を新配合。さらに、高密着オイル*3 によって肌へピタッと密着し、美しい仕上がり
を長時間キープします。

■ソフトフォーカス効果により、肌表面をなめらかに
ソフトフォーカス効果のある 2 種類のパウダー*4 を新配合。
毛穴の凹凸や色むらを目立たなくし、肌表面をなめらかに
整えます。

■植物エキスを配合し、乾燥から肌を守ります
保湿成分としてマカデミア種子油とパッションフルーツエキス*5

＜イメージ図＞

を新配合。

日中の乾燥から肌をしっかり守ります。

マカデミア

パッションフルーツ

【ご使用法】
●別売のケース（スポンジ付）にセットしてお使いください。メイクアップベースを肌にのばした後お使いください。
（水なし使用）
●スポンジで軽くなでるようにしてとり、お顔全体にむらなくのばします。
（水あり使用）
●スポンジに水を含ませしぼってから軽くなでるようにとり、お顔全体にむらなくのばします。
*1
*3
*4
*5

マイカ、ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛 *2 （アクリレーツ／アクリル酸エチルヘキシル）クロスポリマー、酸化亜鉛
トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル（保湿成分)
（ジフェニルジメチコン／ビニルジフェニルジメチコン／シルセスキオキサン）クロスポリマー、合成フルオロフロゴパイト、水酸化 Al
クダモノトケイソウ果実エキス

高い密着力と最高レベルの UV カット力を誇るスティックファンデーション

ノエビア レイセラ プロテクターUV カットスティック
SPF50+・PA++++ 3,000 円(税込 3,240 円)
ウォータープルーフタイプ

■最高レベルの UV カット力とウォータープルーフで、真夏のレジャーシーンにも
スーパーUV カットパウダー*1 を引き続き配合し、国内最高レベルの UV カット力 SPF50+・PA++++をキープ。
ウォータープルーフタイプなので、真夏のレジャーシーンにもおすすめです。

■汗・皮脂による化粧くずれを強力にブロック
皮脂を吸着するノエビアオリジナルのオイルキャッチパウダー *2 と、
皮脂に加えて汗も吸着する多孔質中空パウダー*3 を新配合。化粧くずれ
を強力にブロックし、つけたての仕上がりをキープします。
＜イメージ図＞

■しっかりカバーしながらも厚塗り感の出ない、なめらかな使い心地
オイル成分を見直し、従来品よりなめらかな使い心地を実現。するするとのびて、肌に均一に密着するので、
気になる肌悩みをしっかりカバーしながらも、厚塗り感のない自然な仕上がりに。

■植物エキスを配合し、乾燥から肌を守ります
保湿成分としてゼニアオイ花エキスとザクロ果実エキスを新配合。日中の乾燥
から肌をしっかり守ります。
ゼニアオイ

【ご使用法】
●基礎化粧品で肌を整えた後、約 0.5～1cm 出してお顔に直接つけてから指でのばしてフィットさせます。
*1 酸化亜鉛

*2 （アクリレーツ／アクリル酸エチルヘキシル）クロスポリマー、酸化亜鉛

*3 シリカ

ザクロ

ぬるま湯で落とせて、赤ちゃんや敏感肌の方にもやさしい使い心地の日やけ止め

ノエビア レイセラ ミルキーベビー UV
お顔・身体用
SPF28・PA+++ 45g 3,000 円(税込 3,240 円)

■赤ちゃんや敏感肌の方にもやさしい使い心地の日やけ止め

■ウォーターベース処方による、みずみずしい使用感
油性成分と UV カット成分*1 を水性成分で包むウォーターベース処方
で、お肌にむらなくのび、みずみずしい使用感です。UV カット成分
は、肌に直接触れると日やけ止め特有のきしみの原因になって
しまうため、UV カット成分自体をコーティングすることにより、
きしみを抑えました。

■ぬるま湯で簡単に落とせます

＜イメージ図＞

UV カット成分を水性成分で包むことによって、従来品と同等の撥水性を保ちながら、より早く、より確実に、
ぬるま湯で落とせるようになりました。

■メイクアップベースとしてもお使いいただけます

※無香料・無着色・無鉱物油・紫外線吸収剤無配合・パラベンフリー・アルコールフリーの 6 つのフリー処方。
※小児科医の指導のもと、6 ヶ月～6 歳児を対象にモニターテストを実施して開発されました。
【ご使用法】
●適量を手にとり少量ずつなじませながら、むらなくつけてください。
*1 酸化チタン

