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〜⼤地の恵みミネラルカラーメイクにエイジングケア※1機能をプラス〜 
 

 

 

 

 

 

 

株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、ミネラルカラー（無機顔料）メイクアイテム、「しっとり

ベース EX」「ミネラルリキッドファンデーション」「エアリールースパウダー」「エアリープレストパウダー」を、  

2015 年 11 月 1 日より全国のショップハーバー、通信販売およびインターネットにて新発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ハーバーは、創業以来無添加※2 にこだわり、「メイクは肌を守るもの」という考えのもと、肌に負担をかけずに

美しく装うメイクアイテムを提供。そして、現存する色素の中で も安心と言われるミネラルカラー（無機顔料）

に着目し、研究を重ね、1999 年からは全メイクアイテムをミネラルカラーで展開してまいりました。 

今回新発売するミネラルカラーメイクはより進化した、ハーバー独自・多種のミネラルカラー処方のもと、スキン

ケアの心地よさ、エイジングケア機能、仕上がりの美しさを実現したベースメイクアイテムです。 

肌に密着している時間が一番長いベースメイクは、メイクアイテムの中でも、よりスキンケアに近いものにした

い、でも仕上がりが満足できなければ意味がない、という 2 つの観点から出発しました。肌への優しさに加え、

不安定な大人の女性の肌でも心地よく使えるよう、うるおい成分スクワランに加え、各アイテムの働きに応じた

エイジングケア機能を持つ、美肌成分を贅沢に配合。使用感はもちろん、仕上がりの美しさ、メイクの持ち、発

色などにもこだわり、機能性をさらにバージョンアップさせました。シミやくすみ、シワなどの気になる悩みをしっ

かりカバーしつつ、素肌のみずみずしさを活かして、ナチュラルに仕上げます。 

パッケージデザインも大地からの恵み、エネルギーをイメージさせるアースブロンズカラーで、大人の美しさ、

上質さ、優しさを表現しました。 

※1 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ ※2 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素無添加 

 

2015 年 11 ⽉ 1 ⽇より新発売！ 

『しっとりベース EX』『ミネラルリキッドファンデーション』 
『エアリールースパウダー』『エアリープレストパウダー』



 

ハーバーのミネラルカラー（無機顔料） 

ハーバーのミネラルカラーは、約 2 万年前から使用されていた、安全・安心の天然由来のミネラル色素です。 

■ハーバーのミネラルカラーのルーツ 

南アフリカの西、ナミビア共和国。雨がほとんど降らず、高温で乾燥の激しい地で

生きるヒンバ族は、おしゃれとして、また紫外線や害虫から肌を守るために全身に

“オカ”と呼ばれる特殊な赤石粉を塗って美しさを保っています。これが、無機顔料

の原点です。ヒンバ族の女性たちの肌は、過酷な環境で長年暮らしてきたと思え

ないほどなめらかで、キメも細かく健康的です。このメイクの楽しさと機能性が融合

したヒンバ族の習慣にハーバーは着目しました。 

■こだわり続ける安全性 

一般的なメイク品に使用され、美しい発色に必要不可欠とされている石油を原料と

したタール系有機合成色素は肌への刺激が気になります。また、ベニバナ、コチニールなどは天然色素ですが

アレルギーが心配となります。ハーバーのミネラルカラーは、自然の無機物質である、土・石・岩を細かく粉砕、

高精製。皮膚内部に入ることがないので、色素沈着の心配がありません。刺激やアレルギー性が低く、色素の

中で安全性が高いと言われています。 

 

 

 

■商品特長 〜 ハーバーはここが違います！ 〜 

① 全品に “スクワラン”を配合。エイジングケア機能を付加 

全品に保湿成分“スクワラン”をはじめ、アイテムの特徴に合わせ、エイジングケア効果の高い美肌成分を

配合。スキンケア直後のようなうるおい感が長時間持続します。シミ、くすみ、シワ、毛穴、たるみをカバーし

つつ、透明感のあるナチュラルなツヤ肌に。 

◆ミネラルリキッドファンデーション 

3Ｄコラーゲン、キャビアプラセンタ、ビタミンＰ・Ｃ、ゴールデンカモミール配合 

◆しっとりベース EX 

与える（ヒアロキャッチ®）、保つ（和漢モイスチャーエキス）、守る（卵殻膜エキス）、の 3 段階うるおいケア 

◆エアリールースパウダー/エアリープレストパウダー 

トリプルフラワーコンプレックス TM（芍薬・牡丹・百合エキス）配合 

                                     

② 新の技術と長年のミネラルカラー研究の融合 

1999 年、いち早く全メイクアイテムをミネラルカラーで展開。その後も研究を重ね、ハーバー独自・多種のミ

ネラルカラーを開発。球体加工、粉砕技術などの進化により、肌への優しさだけではなく、心地よい使用感、

カバー力、仕上がりの美しさを実現しました。 

 

③ 肌にやさしい５つの無添加 

○防腐剤パラベン無添加    ○石油系界面活性剤無添加  ○合成香料無添加 

○鉱物油無添加  ○タール系色素（合成色素）無添加 

 

④ 大人の女性の美しさ、上質さ、優しさを表現したデザイン 

大地の恵、エネルギーをイメージした柔らかに輝くアースブロンズカラーで、大人の女性の優雅さと、不変的 

な美しさを表現。 

 

 

 

 



【ミネラルカラーメイク 商品一覧】 

商品名 容量 価格（税別） SPF/PA 色数 備考 

しっとりベース EX 25ｇ 2,600 円 SPF14/PA++ 2   

ミネラルリキッドファンデーション 30mL 3,700 円 SPF20/PA++ 7   

ミネラルリキッドファンデーション用スポンジ 400 円       

エアリールースパウダー 15ｇ 3,000 円 SPF8/PA+ 2 パフ付 

エアリールースパウダー/詰替用 15ｇ 2,400 円 SPF8/PA+ 2   

エアリールースパウダー用パフ 400 円       

エアリープレストパウダー 11ｇ 2,800 円 SPF13/PA+ 2 パフ付 

エアリープレストパウダー/詰替用 11ｇ 2,400 円 SPF13/PA+ 2   

エアリープレストパウダー用パフ 300 円       

 

しっとりベースＥＸ 
 
 

うるおいを与える、保つ、守る、の 3 段階ケアで、しっとり肌が長時間持続する化粧下地。 

密着ジェル処方で肌の凹凸に均一にフィット。SPF14 PA++ 
 

■容量・価格 25ｇ 2,600 円（税別） 

 

■展開カラー 全 2 色   

クリアオークル（01）    自然で透明感のある肌色に整える。 

黄くすみが気になる方にも。 

フレッシュベージュ（02） やや黄みよりの自然で透明感のある肌に整える。 

赤くすみが気になる方にも。 

 

■商品特長     1.与える、保つ、守る、の 3 段階うるおいケア 

与える：ヒアルロン酸の 3 倍の水分保持力を持つヒアロキャッチ®※1 

が潤いを与え続けます。 

保 つ：和漢モイスチャーエキス（高麗ニンジン・マジョラム・タイム 

混合エキス※2）が、潤いを回復させながらキープ。 

守 る：人の肌に近いアミノ酸構造を持つ卵殻膜エキス※3 が肌に必 

要なアミノ酸を与えながら、ダメージを修復し、乾燥から守りま 

す。 

 

2.密着ジェル処方 

耐水性・耐油性に優れた密着ジェル処方で、肌の凹凸に 

均一にフィット。顔の動きに合わせて伸縮するのでヨレや 

くずれの心配が要りません。 

 

 3.フォギー効果 

光をとらえて拡散（乱反射する）セカンドスキンパウダーを配合。 

シワや毛穴周辺の輪郭をぼかし、ふんわりと美しいマシュマロ肌 

へ仕上げます。  

 
※1 カルボキシメチルヒアルロン酸 ※2 オタネニンジン根エキス・マヨラナ葉エキス・ワイルドタイムエキス ※3 加水分解卵殻膜  

 

■使用方法 適量（あずき粒程度）を取り、指で額、両頬、鼻、アゴの 5 か所にのせてから、顔全体にうすく伸 

ばします。その後、ファンデーションをお使いください。 

 

 



ミネラルリキッドファンデーション 
 
 

3D コラーゲン※1、キャビアプラセンタ※2、ビタミン P※3・C※4、ゴールデンカモミール※5 などの 

美容液成分を配合したスキンケア感覚のファンデーションです。SPF20 PA++ 
 

■容量・価格 30mL 3,700 円（税別） 

［別売り］ ミネラルリキッドファンデーション用スポンジ 400 円（税別） 

 

■展開カラー 全 7 色   

ピンクオークル（01）  

オークル（01）  

オークル（02）  

オークル（03）  

ベージュオークル（00）  

ベージュオークル（01）  

ベージュオークル（02）  

 

■商品特長   1.3D コラーゲン 

微細なネット状に重ね合わさった新規コラーゲンが、顔の形や動きに沿う 

ように肌を包み込み、肌にハリ感を持たせ、リフトアップしながら密着。 

お顔全体がキュッと引き締まった印象に。 

 

2.カメレオンパール TM※6 

様々な波長と角度の光を集め、カメレオンのように、ひとりひとり異なる 

肌の色に変化して輝き、透明感のあるツヤ肌に整えます。 

 

3.キャビアプラセンタ・ゴールデンカモミール配合 

国産キャビアの卵巣膜を加水分解して得られたエキスを配合。プラセンタは 
肌の再生、美白、抗酸化、シワ改善など、その美肌効果は多岐に渡ります。 

高い抗酸化作用があると言われるゴールデンカモミールを併せて配合し、 

メイクをしながら肌を整えます。  

 

4.配合パウダーをミクロ球体加工 

球体にすることにより、密着度となめらかさを高め、つるりとした肌へ。重ねても厚くなりません。 

気になる部分をしっかりカバーしつつ、ナチュラルな仕上がり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■使用方法 容器をよく振ってから、スポンジに適量を取り、顔の中心から外側へ手早く伸ばし、専用スポン 

ジで優しく押えるようにして、肌になじませます。 

 

  
※1 水溶性コラーゲンクロスポリマー ※2 加水分解チョウザメ卵巣膜エキス ※3 メチルヘスペリジン ※4 リン酸アスコルビル Mg  

※5 クリサンテルムインジクムエキス ※6 マイカ、酸化チタン、酸化スズ  

 

 
 

キメが 

アップ 

ビデオマイクロスコープ画像 



エアリールースパウダー 
 
 

  羽根のように軽く、キメ細やかなパウダーがふんわりと密着。シミや毛穴、小じわの 

目立たない透明肌に仕上げる粉おしろい。SPF8 PA+ 

 
 

 

■容量・価格 15ｇ 3,000 円（税別）※パフ付き 

［別売り］ エアリールースパウダー/詰替用 2,400 円（税別） 

  エアリールースパウダー用パフ 400 円（税別） 

■展開カラー 全 2 色   

ナチュラルルーセント（01） どんな肌色にもなじむ透明色。明るく透明感のある肌に仕上げます。 

ナチュラルグロウ（02）    自然な艶感で明るくみずみずしい印象に仕上げる繊細パール入り。 

 

■商品特長     1.トリプルフラワーコンプレックス TM 

古くから美人の代名詞として使われている、保湿力の高い芍薬、牡丹、百合エキスを配合し、 

肌コンディションを整えます。 

 

2.シーバムキャッチパウダー 

多孔質の球状パウダーが過剰な汗や皮脂をキャッチして固めるので、くすみを防いで美しさを 

長時間キープ。 

 

3.フォギー効果 

光をとらえて拡散（乱反射）するセカンドスキンパウダーを配合。 

シワや毛穴周辺の輪郭をぼかし、ふんわりと美しいマシュマロ肌 

へ仕上げます。  

 

4.しっとり密着パウダー 

アミノ酸と脂肪酸で特殊処理したリポアミノ酸 

処理パウダーにより、なめらかに伸びて肌に 

なじみ、化粧モチをアップ。肌の水分も保持 

するので、テカらないのに、1 日中粉浮きせず、 

しっとりした仕上がりを保ちます。 
 

 

■使用方法 中ブタにパフをあてて持ち、上下に軽く振ってパウダーを取り、パフによくもみこみます。パフを 

顔の内側から外側に向かってらせんを描くようにすべらせ、顔全体につけます。小鼻、口元、 

目の周りなどは軽く押さえるようになじませます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



エアリープレストパウダー 
 
 

羽根のように軽く、キメ細やかなパウダーがふんわりと密着。シミや毛穴、小じわの目立た

ない透明肌に仕上げるプレストパウダー。SPF13 PA+ 

 
 

 

■容量・価格 11ｇ 2,800 円（税別） パフ、シーラー付き 

［別売り］ エアリープレストパウダー/詰替用 2,400 円（税別） 

  エアリープレストパウダー用パフ 300 円（税別）  

■展開カラー 全 2 色   

ナチュラルルーセント（01） どんな肌色にもなじむ透明色。明るく透明感のある肌に仕上げます。 

ナチュラルグロウ（02）    自然な艶感で明るくみずみずしい印象に仕上げる繊細パール入り。 

 

■商品特長    1.トリプルフラワーコンプレックス TM 

古くから美人の代名詞として使われている、保湿力の高い芍薬、牡丹、百合エキスを配合し、 

肌コンディションを整えます。 

 

2.シーバムキャッチパウダー 

多孔質の球状パウダーが過剰な汗や皮脂をキャッチして固めるので、くすみを防いで美しさを 

長時間キープ。 

 

3.フォギー効果 

光をとらえて拡散（乱反射する）セカンドスキンパウダーを配合。 

シワや毛穴周辺の輪郭をぼかし、ふんわりと美しいマシュマロ肌 

へ仕上げます。  

 

4.マイクロナイズド製法 

ジェット気流でパウダー同士をぶつけて微粒子化することにより、空気を含んだ柔らかさ、 

キメの細かさをそのままコンパクトに詰め込みました。 

 

■使用方法 パフに適量を含ませ、クルクルと肌の上をやさしくすべらせるように顔全体につけます。小鼻,口元、

目の周りなどは軽く押さえるようになじませます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ お客様からのお問い合わせ先 

              

 

 

ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-16
いつも

-808
ハーバー

0 www.haba.co.jp/ <ＳＮＳ公式アカウントで情報発信中！> 


