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〜無添加※1・ミネラルカラー（無機顔料）メイク〜 
とろけるような、なめらかパウダリーで美肌が完成。 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、ふわっと肌にほどけてとろけるように密着する、  

なめらかパウダリー『ミネラルパウダリーファンデーション』をはじめ、ミネラルカラー（無機顔料）ベースメイク 

全 3 アイテム（『さらさらキープベース EX』『パーフェクトカバーコンシーラー』）を、2016 年 4 月 4 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※1 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。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）で全ライ

ンナップを展開してまいりました。今回発売する 3 アイテムは、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※2 機能、仕上がりの美しさを実現。夕方まで崩れない、テカらない、

くすまない。毛穴レスのみずみずしい肌がずっと続くベースメイクアイテムです。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、ナチュラルに仕上げます。 

 

※1 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 ※2 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ  

 

 

 

 

 

『ミネラルパウダリーファンデーション』他ベースメイクアイテム全 3 品 
 2016 年 4 ⽉ 4 ⽇より新発売！ 



 

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。 

 

 

【2016 年 4 月 4 日新発売 ミネラルカラーベースメイク 商品一覧】 

商品名 容量 価格（税別） SPF/PA 色数 備考 

ミネラルパウダリーファンデーション/詰替用 

 

9ｇ 2,500 円 SPF20/PA++ 7    

ミネラルパウダリーファンデーションケース 

 

1,000 円   鏡、シーラー付 

ミネラルパウダリーファンデーション用 

スポンジ 

300 円   スクワラン配合 

さらさらキープベース EX 

 

25mL 2,600 円 SPF20/PA++ 2   

パーフェクトカバーコンシーラー 2,000 円 SPF25/PA++ 3 ダイヤル式 

筆ペンタイプ 

 

 

【発売中のミネラルカラーベースメイク 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       

 



ミネラルパウダリーファンデーション 
 
 

ふわっと肌の上でとろけるように密着する、なめらかなパウダリーファンデーション。エイジ

ングケア成分を配合し、皮脂による崩れを防ぎつつ、乾燥することなく 1 日中つけたての

美しさをキープします。ひと塗りで気になる部分をカバーして、自然なツヤ、ハリ、立体感

を演出。SPF20 PA++ 
 

■容量・価格 9ｇ 2,500 円（税別） 

［別売り］ミネラルパウダリーファンデーション用ケース 1,000 円（税別） 

      ミネラルパウダリーファンデーション用スポンジ 300 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） 標準色 

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. とろけるような、なめらかパウダーがしっかりカバー 

美肌成分を配合したホイップ状のパウダーをじっくりと乾燥させることにより、ふわっと、とろける 

ような、なめらかなパウダーが実現。自然な仕上がりなのに、気になる部分もしっかりカバー。 

 

2.カメレオンパール TM※1 がツヤ肌演出 

透明無色の干渉パールが、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、くすみを飛ばし、透明感のあるツヤ肌に整えます。 

 

3.マグネット効果でしっかり密着。外的刺激からガード 

プラスに帯電するうるおい成分ヒアロヴェール®が、マイナスに帯電する 

肌とマグネットのように吸着するので、パウダーがピタッと密着。うるおい 

ヴェールで外的刺激からもガード。 

 

4.顔立ちにハリと立体感 

3D パウダーを配合することにより、正面から見ると透明感があり、外側に 

行くほど影のように濃く見せることで、肌にハリと立体感を与えます。 

 

5.シーバムキャッチパウダーが皮脂をキャッチ 

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、テカリと 

くすみを防いで美しさを長時間キープ。 

 

6.くすみ知らずの美しさを目指して 

ハイブリッドローズ※2  ：エストロゲン、ビタミン A・B・C・E、フラボノイド、アントシアニン 

など美肌成分が豊富に含まれ、食用も可能な島根県産のバラ 

のエキス 

ホワイトストロベリー※3：高い抗酸化作用を持つと言われ、エイジングケア成分として知 

                られる、茨城県産白イチゴ「初恋のかおり」のエキス 

酒粕エキス          ：京都伏見の日本酒から得られるエキス｡糀発酵グルコシル 

セラミドを多く含み、高い保湿効果を持つ。 

 

 

※1 マイカ、酸化チタン、酸化スズ ※2 ハイブリッドローズ花エキス ※3 フラガリアチロエンシス果汁 



さらさらキープベース EX 
 
 

皮脂バランスを整え、夕方まで崩れない、テカらない、くすまない。 

毛穴レスのみずみずしい肌がずっと続く化粧下地。SPF20 PA++ 
 

■容量・価格 25mL 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.皮脂バランスを整える 

皮脂バランスを整えるビタミン B6※1、レスベラトロール、フィトスフィンゴシン 

を配合し、肌を整えます。 

 

2.シーバムキャッチパウダーが皮脂をキャッチ 

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 

くすみを防ぎ、美しさを長時間キープ。 

 

3.シワ・たるみをピン！と伸ばして密着 

南極に生息する微生物が産生する天然ポリマー、アンタークティシン※2 

を配合。高分子構造なので、肌に伸ばすと自然なハリ感を与えます。 

 

  

 

 

 

 

 

 4.フォギー効果でマシュマロ肌へ 

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 ピリドキシン環状リン酸 ※2 シュードアルテロモナス発酵エキス 

 

 

 

 

 

 

 



パーフェクトカバーコンシーラー 
 
 
 

 美肌成分配合で、ポイントケアしながら、気になるシミ、クマ、くすみ、ほうれい線などをしっかり 

カバー。量を調節でき、塗りやすいダイヤル式筆ペンタイプのコンシーラー。SPF25 PA++ 

 

 

■容量・価格 2,000 円（税別） 

 

■展開カラー 全 3 色   

ライトベージュ（01）    ： くすみ、シワ、ほうれい線のカバーに。 

ナチュラルベージュ（02）： シミ、肝斑のカバーに。 

ナチュラルオレンジ（03）： 青・黒クマのカバーに。 

 

■商品特長     1.厚塗りせずに、ピンポイントでカバー 

肌の光屈折率を計算して設計した光コントロールパウダーを配合し、 

厚塗りしなくても肌悩みを飛ばして自然にカバー。 

 

2. ダイヤル式筆ペンタイプ 

ダイヤル式筆ペンタイプなので、つけたい量も思いのまま。 

ピンポイントにも、広範囲にも塗りやすく、しっかりカバーできます。 

 

3.ヨレない！肌の凹凸にぴったりフィット 

弾力・柔軟性に優れた微粒子クッションパウダーが、形を変えて肌の凹凸にしっかりフィット 

するので、ヨレやすい目元や口元も崩れません。  

 

4. 美容液成分を配合し、気になる悩みをカバーしながらポイントケア 

ビタミン C 誘導体※1                ：美白※2 だけでなく、美肌成分としても重宝される成分。 

ミクロコラーゲン・ミクロエラスチン※3  ：加水分解処理を施し、浸透度を高めた 

                         コラーゲン・エラスチンで弾力ケア。 

天然ビタミン K コンプレックス※4      ：クマやくすみのケアとして、アイクリームに配合 

されている成分。 

ローヤルゼリーエキス          ：ビタミン、ミネラルなど 40 種類以上の栄養素を 

バランス良く含む、うるおい成分。 

 
※1 リン酸アスコルビル Mg ※2 メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを予防 ※3 加水分解コラーゲン・加水分解エラスチン 

※4 アボガド油、アンズ核油、カニナバラ果実油、ヒマワリ種子油、ナットウガム 

 

 

 

 

 

□ 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！> 


