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〜⽬覚める、新しい⾊〜

⾃分らしさがきっと⾒つかる彩りメイク誕⽣
2016 年 9 ⽉ 26 ⽇（⽉）

無添加・ミネラルカラー ポイントメイク⼀⻫新発売
株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、2016 年 9 月 26 日（月）、無添加※1・ミネラルカラー
（無機顔料）処方のポイントメイクアイテム全 16 品目 51 品種を、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。（「スクワセラムルージュ」のみ 8 月 23 日より先行発売）

2015 年 10 月、2016 年 4 月に発売したベースメイクアイテムに続き、ポイントメイクアイテムが全品一新。
リップ、アイカラーをはじめ、マスカラやネイルにいたるまですべて無添加、現存する色素の中で最も安心
と言われるミネラルカラー（無機顔料）処方はそのままに、美しい発色、豊富なカラーバリエーション、仕上がり
を実現。さらにスキンケアの心地よさとエイジングケア※2 機能を併せ持ち、女性のキレイをワンランクアップさ
せる、メイクの楽しさを提案いたします。自分らしさがきっと見つかる彩りメイクの誕生です。
※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

ハーバーのミネラルカラー（無機顔料）
1999 年からすべてのメイクアイテムをミネラルカラー（無機顔料）のみの発色で実現。
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。

【9/26 発売 ミネラルカラーポイントメイク 商品一覧】
商品名
スクワセラムルージュ

特徴

価格（税別）

色数

グラデーションアイカラー/詰替用

スクワラン 10％に加え、12 種類もの
美容液成分を配合した美容液リップ
鮮やかな発色、豊富なカラーバリエー
ション
スクワラン 35％配合。スクワラン生ま
れのオイルグロス
クリアな発色でまぶたのくすみをオフ

アイカラー＆チークカラーケース

アイカラー、チークカラー共通ケース

900 円

グラデーションアイカラー用チップ
セット
ブライトニングアイヴェール

アイカラー専用チップセット（2 本入）

350 円
1,200 円

2

ナチュラルカラーチーク/詰替用

目元に繊細な煌めきとぬれたような
ツヤをプラス
肌に透明感を生み出すチーク

1,800 円

5

ナチュラルカラーチーク用ブラシ

チーク専用ブラシ

グロウアップマスカラ ボリューム

1,800 円

1

1,800 円

1

ロングキープアイライナー

フサフサに太く濃くするマスカラ。
まつ毛ケア成分配合
重ねるほど長く伸ばすマスカラ。
まつ毛ケア成分配合
デリケートな目元にしっかりフィット

1,400 円

2

繰出しペンシル

スムースリップライナー

荒れをケアしながらピタッと密着

1,400 円

5

繰出しペンシル

ナチュラルフィットアイブロウ

1 本 1 本描きやすいほどよい硬さ

1,400 円

4

繰出しペンシル
ブラシ付

ケア＆プロテクトネイル

爪をケアしながら守る美容液ネイル

1,200 円

2

ケア＆プロテクトリムーバー

オイルリッチなしっとりタイプの除光液

1,000 円

リッチカラールージュ
スクワランオイルグロス

グロウアップマスカラ ロング

3,000 円

3

2,400 円

12

1,500 円

5

2,000 円

5種

備考

2 本入

350 円

～スクワラン 10％！12 種類の美容液成分配合～

『スクワセラムルージュ』
■容量・価格

3,000 円（税別）

■展開カラー

全3色

■商品特長

リッチレッド

ベリーローズ

コーラルピンク

肌なじみがよい
ピンクがかった赤

華やかで女性ら
しい赤みローズ

健康的でかわいら
しいコーラルピンク

1.スクワラン 10％！12 種類の美容液成分配合。使うほどにうるおいアップ+唇ケア
うるおい成分のスクワラン 10％をはじめ、4 種のオイル（バオバブオイル、シアバター、オリー
ブ油、ホホバオイル）、荒れをケアするセラミドや甘草エキスなど、全 12 種類の美容液成分を
約 30％も配合。ハーバー史上最上級のうるおいを与える、美容液リップ。

スクワラン、バオバブオイル、シアバター、オリーブ油、ホホバオイル、
セラミド（2、3、6Ⅱ、フィトスフィンゴシン）、ビタミン B6（トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン）、
オリザノール、パルミトイルグリシン、ジパルミトイルヒドロキシプロリン、
アスタキサンチン（ヘマトコッカスプルビアリス油）、甘草エキス（グリチルリチン酸ステアリル）

画像はイメージです

2.敏感唇にもやさしい低刺激処方
無添加※・ミネラルカラー（無機顔料）に加え、低刺激処方なので、皮ムケやピリピリが
気になる敏感な唇や、乾燥して荒れている場合でもやさしく、安心してお使いいただけます。
3.なめらかに伸びて、みずみずしい感触
美容液を肌にのばすようかのように、なめらかで、みずみずしい感触で唇にフィット。
4.使いやすいスリムタイプ
リップブラシを使わず、そのままでも塗りやすいスリムタイプ。
※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

～鮮やかな発色で、くすみをオフ～

『リッチカラールージュ』
■容量・価格

2,400 円（税別）

■展開カラー

全 12 色

ピンク系

レッド系

ローズ系

ベージュ
オレンジ系

淡

キャンディピンク

ナチュラルピンク

ナチュラルローズ

メープルベージュ

愛らしい明るめ
ピュアピンク

普段使いしやすい
自然なピンク

肌なじみのよい
明るいローズ

明るく甘めなオレン
ジ系ベージュ

ブロッサムピンク

ジューシーレッド

ミスティレッド

ブリリアントローズ

ウォームピーチ

上品で落ち着いた
印象のピンク

明るく鮮やかでみ
ずみずしい赤

どんな肌色にも似
合う自然な赤

青みよりで女性
らしいローズ

肌なじみのよい
落ち着いたピーチ

ルビーレッド

ノーブルレッド

レディローズ

華やかで深みの
ある大人の赤

パール無し。
シックで上品な赤

エレガントで落ち
着いたローズ

濃

■商品特長

1.高発色でくすみをオフ
光を乱反射させくすみを飛ばして、唇を明るく整えるので、見たままの鮮やかな発色。
2.なめらかに伸びてピタッと密着
3.縦ジワ目立たず、唇ふっくら
うるおい成分スクワランをはじめ、シアバター、ビタミン E、アントシアニンを含むザクロ
オイル、長時間のうるおい保持力に優れる SD ヒアルロン酸などを配合。
トリートメント効果で縦ジワを目立たなくさせます。
4.全 12 色。豊富なカラーバリエーション
ピンク系 3 色、レッド系 4 色、ローズ系 3 色、ベージュオレンジ系 2 色の全 12 色展開。
シーンや気分に合わせて彩れます。

～スクワラン生まれのオイルグロス～

『スクワランオイルグロス』
■容量・価格

1,500 円（税別）

■展開カラー

全5色

クリアオリジナル

スウィートコーラル

立体感のある唇に。
リップケアも

■商品特長

やさしい印象の
コーラルピンク

ジュエルローズ

ジェリーオレンジ

ドロップレッド

青みよりのパールが
上品なローズ

明るくフレッシュな
オレンジ

ナチュラルな血色感
を与える赤

1.スクワラン 35％のオイルグロス
うるおい成分スクワランを 35％も配合しているので、まるでスクワランパックをして
いるかのように、つけている間中しっとり、カサつき知らず。
2.スキンケア感覚のメイクアイテム
スクワランをはじめ、ホホバオイル、ザクロオイル、セラミド、海藻エキスなどのうる
おい成分を配合し、スキンケア感覚で使えます。
特に透明タイプの「クリアオリジナル」は、リップバームとしても活躍。
3.縦ジワを目立たなくさせ、ふっくらぷるぷる
唇ふっくら成分（セラミド・ザクロオイル・海藻エキス）配合で、ふっくらつややかな、
ぷるぷるの唇に。

～なめらかに伸びてにじみにくい～

『スムースリップライナー』

■容量・価格

1,400 円（税別）

■展開カラー

全5色

フラワーピンク

■商品特長

シルキィレッド

オレンジベージュ

スウィートローズ

ベージュピンク

1.するするとなめらかに伸びてにじみにくい
2.美容液成分配合で、荒れをケア
うるおい成分スクワランをはじめ、シアバター、ザクロオイル、ヒアルロン酸、
甘草エキス、海藻エキスを配合し、荒れをケア。

～鮮やかな発色でくすみをオフ～

『グラデーションアイカラー』
■容量・価格

2,000 円（税別）
［別売り］アイカラー＆チークカラーケース 900 円（税別）
グラデーションアイカラー用チップセット（2 本入）350 円（税別）

■展開カラー

全5種

ベーシックブラウン

■商品特長

スウィートブラウン

自然に目もとを強調
する定番ブラウン

女性らしく上品な
ピンク系ブラウン

フェミニンブルー

レディラベンダー

透明感のある
爽やかなブルー

華やかで若々しい
ピンクラベンダー

ナチュラルオリーブ
シックで大人っぽい
自然なオリーブ

1.鮮やかな発色でくすみをオフ
まぶたのくすみをオフしながら、クリアに発色。若々しい目元に。
2.美容液成分を贅沢に配合。なめらかに伸びてしっとり密着
スクワランをはじめ、シーラベンダー、保湿性に優れるゴールドコラーゲンやゴールドヒアル
ロン酸、ビタミン P を配合。さらになめらかパウダー処方で、乾燥、しわ、たるみが気になる
まぶたにもなめらかに伸びて、ぴったりフィット。よれ、くずれの心配がなくきれいをキープ。
3.色選びに迷わず、簡単キレイ
ナチュラルにも華やかにも彩れる、使いやすい 4 色。誰でも簡単きれいに印象的な目元を
演出。

～デリケートな目元にしっかりフィット～

『ロングキープアイライナー』
■容量・価格

1,400 円（税別）

■展開カラー

全 2 色 ブラック／ブラウン

■商品特長

1.デリケートな目元にしっかりフィット
保湿性に優れるゴールドコラーゲンやゴールドヒアルロン酸などの美容液
成分を配合しているので、デリケートな目元の際にもしっかりフィット。
なめらかにのびてインラインも描きやすい。
2.描きたてを長時間キープ
汗水に強く、にじまない、落ちないから、描きたての美しさを長時間キープ
3.ペンシルタイプで繊細なラインも描きやすい

～つややかに煌めいて、目元に華やかさと立体感をプラス～

『ブライトニングアイヴェール』
■容量・価格

1,200 円（税別）

■展開カラー

全2色

■商品特長

ティアラピンク

シャンパンゴールド

シルバーピンクの繊細な
煌めきで甘い印象に

肌なじみのよいゴールドの
輝きで大人っぽさを演出

1.繊細な煌めきとぬれたようなつや
上品な大小パールの煌めき、ぬれたようなつや感で、目元の印象を自在に変化。
まぶたのくすみを飛ばします。
2.ニュアンス、グラデーションを楽しむ
単色使用はもちろん、ベース色がクリアなので、アイメイクの仕上げに重ねてニュアンスを
楽しんだり、グラデーションで立体感を演出。軽く重ねるだけで目元の印象がアップします。
3.しっとり密着。煌めきキープ
シーラベンダー、保湿性に優れるゴールドコラーゲンやゴールドヒアルロン酸などの美容液
成分を配合し、ヨレやすい目元にもしっとりと密着し、美しい煌めきが続きます。

～肌に透明感をプラス～

『ナチュラルカラーチーク』
■容量・価格

1,800 円（税別）
［別売り］アイカラー＆チークカラーケース 900 円（税別）
ナチュラルカラーチーク用ブラシ 350 円（税別）

■展開カラー

全5色

グロウハイライト

コットンローズ

フレッシュコーラル

イノセントピンク

シアーレッド

艶と立体感を演出
するハイライト

肌なじみがよい
ふんわりローズ

明るくヘルシーな
印象のコーラル

大人可愛い
ほんのりピンク

自然な血色感を
演出する赤

■商品特長

1 肌に透明感をプラス
光コントロール効果で、肌に透明感をプラスしながら、うるおったかのような、つるんとした
若々しい仕上がりに。
2.しっとりと肌になじむ
シーラベンダー、ザクロオイルなどの美容液成分を配合し、乾燥しがちな頬にもしっとりと
なじんで、美しさをキープ。
3.自然な仕上がりで失敗なし
頬に溶け込むかのようになじむカラー展開。濃淡をブレンドして濃さを調節できるので、
失敗知らず。
4.ハイライトで小顔効果も
「グロウハイライト」で仕上げれば、顔に立体感を生み出し、小顔効果も。肌をつややかに
明るく見せ、透明感もアップ。左のパープルをさらに重ねれば、つや感がよりアップ。

～まつ毛ケア成分を配合～

『グロウアップマスカラ ボリューム』
『グロウアップマスカラ ロング』
■容量・価格

各 1,800 円（税別）

■展開カラー

ブラック
ボリューム

■商品特長

ロング

1.3Ｄブラシで簡単きれい
3Ｄ方向に広がる新ブラシがたっぷりとマスカラ液を含んで、ダマにならずに
まつげ 1 本 1 本をセパレート。簡単きれいに仕上がります。
2.まつ毛ケア成分配合。使うほど美まつ毛に
毛髪を構成するたんぱく質のケラチンを、プラチナとともにナノコロイド化した
プラチナケラチン、育毛剤に配合されているクロレラジェリー、オタネニンジン
エキス、ビワ葉エキスなどを配合。使うほどハリ・コシのある美しいまつ毛に。
3.重ねても重くならない
重ねても重くならずにふわふわの柔らかなまつ毛を保ち、上向きまつ毛をキープ。
4.ボリュームタイプは太く濃くゴージャスに
ロングタイプは 1 本 1 本を長く伸ばして繊細な仕上がり

～程よい硬さで描きやすく、にじみにくい～

『ナチュラルフィットアイブロウ』
■容量・価格
■展開カラー

1,400 円（税別）
全4色

チャコールグレー

■商品特長

ライトブラウン

ナチュラルブラウン

ナチュラルオリーブ

1. 1 本 1 本描きやすく、太い眉も細い眉も自由自在
描きやすい、ほどよい硬さで理想の眉が簡単にキレイに描けます。
2.なめらかな描き心地
保湿性に優れるゴールドコラーゲンやゴールドヒアルロン酸などの美容液成分配合。
3.繰出しペンシルタイプ。スクリューブラシ付き

～保湿しながら爪を彩る美容液ネイル～

『ケア＆プロテクトネイル』
■容量・価格

1,200 円（税別）

■展開カラー

全2色

クリア

■商品特長

シュガーピンク

1.保湿しながら爪を強化
スクワラン、ケラチン、マイクロコラーゲン、ビタミンＥ、マカデミアナッツオイル
を配合し、爪を守りながらケアする爪の美容液のようなネイル。自然なつやと
カラーで、手元をきれいに見せます。
2.ネイル特有の気になる臭いなし

～オイルリッチなしっとりタイプの除光液～

『ケア＆プロテクトネイルリムーバー』

■容量・価格

1,000 円（税別）

■商品特長

1.保湿しながらするっと落とす
スクワラン、マカデミアナッツオイルに加え、ケラチン、マイクロコラーゲン、
ビタミンＥ配合。オイルリッチで、落とした後もしっとり。爪が白くなりにくい。
2.リムーバー特有の気になる臭いなし

□ お客様からのお問い合わせ先
いつも

ハーバー

ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-1 6 -8 0 8 0 www.haba.co.jp/

<ＳＮＳ公式アカウントで情報発信中！>

