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日本のシニア女性の、“今”を輝かせる。
資生堂 シニア女性向け新ブランド 「プリオール」誕生
2015 年 1 月 21 日（水） 発売

資生堂は、ブランド力、マーケティング力を強化するためのマーケティング改革に取り組んでいます。
その第 4 弾として、今後社会でさらに存在感を増していくシニア女性のさまざまな悩みを解決し、新しいビュ
ーティースタンダードを提案する、シニア女性向け総合ブランド（スキンケア・ベースメーキャップ・ポイントメー
キャップ・ヘアの 4 つのカテゴリーで構成）として、
「プリオール」を 2015 年 1 月 21 日（水）より発売します【全 33 品目 65 品種／ノープリントプライス】。
また、ヘア商品の 4 品目 8 品種（ノープリントプライ
ス）を、先行して 2014 年 11 月 21 日（金）より資生堂
ウェブサイト「ワタシプラス」にて発売します。
「プリオール」は現代のシニアのニーズに応えるた
め、企画から販売まで一気通貫型のマーケティング
を展開します。お客さま満足の最大化を目指して、シ
ニア女性のインサイトを徹底的に調べ、現代のシニ
ア女性に共感される骨太な商品で新しい市場を創出
します。また、シニア特有の購買プロセスに着目した
IMC戦略を展開するとともに、お取引先との強力なパ
ートナーシップを実現していきます。
発売の背景

日本は、世界の中でも最たる超高齢化社会です。
2019 年には 50 歳以上が全女性人口の 50％を超え
ると言われています※1。これからの日本は、シニア世
代がマジョリティーとなる、時代の一大転機を迎えま
す。
化粧品市場では、50 歳以上女性の購入金額構成
比がすでに 46.7％※2 を占めており、市場規模で約 1
兆 6500 億円※３に上り、シニアの化粧品市場は年々増加しています。その中でも、簡単で手軽に使えるアイテ
ムが高い伸長傾向にあります。直近 5 年を比較すると、スキンケアでは「オールインワンクリーム」が 484％、
メーキャップでは「BB ファンデーション」が 296％、ヘアでは「カラートリートメント」が 458％と伸長しています。※
４
現代のシニア女性は、簡単で手軽、そして賢く美しくなれるアイテムを選択していることがわかります。
※1
※2
※3
※4

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」
50～60 代 金額シェア／一般化粧品構成比 2013 年
50～60 代 金額シェア×資生堂算出市場規模＜2013 年版＞ 資生堂調べ
50 代～60 代 2009 年度‐2013 年度の購入率伸長率 資生堂調べ

プリオールが捉える、現代のシニア像
資生堂は、プリオールを発売するにあたり 6,672 名のシニア女性に、意識・行動・化粧品モニターなどの調
査を行いました。そこでわかったのは、これまで私たちが思い描いていたシニア女性とは相違しており、確実
に美しく年齢を重ねる術を得ている新しいシニア像でした。
意識調査の中で、「行動様式」「価値観・美意識」については、下記のような項目の共感率が高いことがわ
かりました※5。
◆「行動様式」に関する項目
・することはきちんとしながらも、毎日楽しく楽ちんにくらしていきたい（共感率 98％）
・美しくなることに手間隙はかけたくないが、手も抜きたくない（共感率 90％）
・世の中の流行や潮流よりも、身近な仲間の共感やふれあいから得られるものが多い（共感率 97％）
◆「価値観・美意識」に関する項目
・いくつになっても「輝いている」と言われたいし、そういう自分でありたい（共感率 99％）
・人と比べるよりも、自分らしい生き方やスタイルを大切にしたい（共感率 100％）
・今までの人生いろいろあったけど、今はとっても幸せだと思う（共感率 96％）
・いくつになっても女であることをあきらめたくない（共感率 96％）
※5 共感率＝「共感できる」「やや共感できる」と答えた人の合計％ （55～79 歳女性 Ｎ＝120 2012 年 9 月 資生堂調べ）

また、年齢に対する意識調査 ※6 では、「若返りたい、若く見られたい」という意識よりも、「年齢に捉われず
新しいことにチャレンジして、わくわくいつまでも輝いていたい」という意識が強いことがわかりました。
※6 55～79 歳女性 Ｎ＝120 2012 年 9 月資生堂調べ

上記の調査からみえてきたシニア女性の共通の意識は「加齢と上手につきあいながら、私らしく輝きたい」
という強い思いです。一方、肌に対する悩みは１人あたりの平均が 13.4 個と多く※7、誰もが「加齢」による変化
を実感していることがわかりました。私らしく輝くために現代のシニア女性は、年齢を超えたナチュラルビュー
ティーであり続けたいという女性としての「理想」を満たしながら、加齢による「本音」にも応えてくれるという裏
腹な女心を叶える化粧品を待ち望んでいることがわかりました。
※7 55～79 歳女性Ｎ＝200 2013 年 12 月資生堂調べ

プリオールについて
プリオールは、シニア女性の「理想」と「本音」を叶え、新しいビューティースタンダードを提案するブランドとし
て誕生します。「大人の七難 すんなり解決 プリオール」をコンセプトに、年齢を重ねたシニア女性の「下がる」
「凹凸」「影」「色」「乾く」「見えにくい」「おっくう」という気持ちや悩みに対応する化粧品です。
① 年齢サインをきれいに見せる
「暗い影」「下がった印象」「シミ・乾燥による小じわ」「白髪」などの年齢サインを、光と色を操る「つやサイエン
ス」※8 で対応します。
② 美ラクにすんなり解決
美しくなるための難しいテクニック・面倒なステップは不要で、キレイとラクチンを同時に叶える化粧品です。
③ Before&After 検証付き
シニアが求めるのは「分かりやすさ」であり、商品・売場・宣伝でも、ビジュアルを活用して使い方、使用後のイ
メージをわかりやすく展開します。

【つやサイエンス技術】※8
シニア女性の肌や髪を最も美しく見せる「つやサイエンス技術」を全品共通で搭載しています。2 種類の反射
光（鏡面反射光と拡散反射光）をコントロールすることで、シニア女性の肌や髪を美しく見せる「つや」を具現
化することに成功しました。

プロモーション展開・販売
プロモーションでは、「宮本信子（みやもとのぶこ）さん」「原田美枝子（はらだみえこ）さん」を起用し、１月中
旬より、テレビ CM・ウェブ広告を展開します。また、シニア特有のメディア接触を踏まえたテレビインフォマー
シャル・新聞ちらしも予定しています。
販売は、ドラッグストア、ＧＭＳ、化粧品専門店と、資生堂ウェブサイト「ワタシプラス」で展開します。
【商品一覧】
全 4 品目 8 品種
価格は全品ノープリントプライスです

2014 年 11 月 21 日 ワタシプラス先行発売
商品名
プリオール
カラーケアシャンプー
プリオール
カラーケアシャンプー（つめかえ用）
プリオール
カラーコンディショナー
プリオール
カラーコンディショナーセット
【数量限定品】

分類

容量

色数

―

400ｍＬ

1種

―

280ｍＬ

1種

230ｇ

3色

230ｇ
40ｍＬ

3色

カラーリンス
カラーリンス
シャンプー

全 33 品目 65 品種
価格は全品ノープリントプライスです

2015 年 1 月 21 日発売
商品名
プリオール
エステメーク落とし
プリオール
エッセンス洗顔料
プリオール
マスクイン化粧水
プリオール
マスクイン化粧水（つめかえ用）

分類

容量

色数

クリーム状
メーク落とし

140ｇ

1種

ゼリー状洗顔料

180ｍＬ

1種

化粧水

160ｍＬ

2種

化粧水

140ｍＬ

2種

プリオール
クリームイン乳液

乳液

プリオール
クリームイン乳液（つめかえ用）

乳液

プリオール
マルチデー乳液
プリオール
美つやＢＢジェルクリーム
プリオール
美つやＢＢジェルクリーム
限定セット【数量限定品】
プリオール
美つやＢＢパウダリー（レフィル）
プリオール
コンパクトケース
プリオール
ソフト起毛スポンジ
プリオール
美つやアップおしろい
プリオール
美つやアップおしろい（レフィル）
プリオール
パフ
プリオール
美リフトルージュ
プリオール
美リフトチーク
プリオール
美リフトチーク（レフィル）
プリオール
美リフトアイカラー
プリオール
美リフトアイライナー
プリオール
美リフトマスカラ
プリオール
美リフトアイブロー
（カートリッジ）
プリオール
美リフトアイブロー用ホルダー
プリオール
１ＤＡＹ トライアルセット
プリオール
カラーケアシャンプー
プリオール
カラーケアシャンプー（つめかえ用）
プリオール
カラーコンディショナー
プリオール
カラーコンディショナーセット
【数量限定品】

120ｍＬ

2種

100ｍＬ

2種

乳液（日中用）

35ｍＬ

2種

ファンデーション

30ｇ

5色

―

―

2色

ファンデーション

10ｇ

5色

―

―

1種

―

―

1種

―

9.5ｇ

2種

―

9.5ｇ

2種

―

―

1種

口紅

4ｇ

8色

3.5ｇ

3種

3.5ｇ

3種

3ｇ

4種

―

0.13ｇ

2色

―

6ｇ

1色

―

0.25ｇ

3色

―

―

1種

12ｍＬ
16ｇ

3色

―

400ｍＬ

1種

―

280ｍＬ

1種

カラーリンス

230ｇ

3色

カラーリンス
シャンプー

230ｇ
40ｍＬ

1色

ほお紅・
フェースカラー
ほお紅・
フェースカラー
アイシャドー・
アイライナー

シャンプー
カラーリンス

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お問い合わせ先 フリーダイヤル ０１２０－３０－４７１０」でお受けしています。

【参考資料】

＜2014 年 11 月 21 日 ワタシプラス先行発売＞
商品名・容量
プリオール
カラーケアシャンプー
400ｍL 1 種
カラーケアシャンンプー
（つめかえ用）
280ｍＬ １種

商品特長
黒髪メーク
色素流出防止シャンプーで、
髪の色あせストップ

○ヘアカラーを色落ちさせずメラニン流出を防止し、色あせを
予防してつややかに仕上げます。
色素プロテクト成分配合

○天然海藻エキス保湿成分、ミネラル&コラーゲン含有補修成
分を配合しています。

＜2014 年 11 月 21 日
ワタシプラス先行発売＞
プリオール
カラーコンディショナー
＜カラーリンス＞
230g 3 色

○ふんわりハリ・コシアップ処方です。

黒髪メーク
普段のコンディショナーだけで
生え際白髪目立たない
○髪に少しずつ色合いを与えて、気になる白髪を目立たせま
せん。つやのある美しい髪色に整えます。
○染めた色を美しく見せる、色つやマニキュア効果がありま
す。
○天然海藻エキス保湿成分、ミネラル&コラーゲン含有補修成
分を配合しています。
○根元から立ち上がるふんわりハリ・コシアップ処方です。

ブラック
ダークブラウン
ブラウン
＜2014 年 11 月 21 日
ワタシプラス先行発売＞

＜使用方法＞
シャンプーの後のコンディショナーとして使用します。
シャンプーの後、髪の水気を切り、手に適量をとり、地肌にすり
こまずに白髪の部分を中心に髪全体に素早くなじませ、5 分程
度そのまま放置します。その後、すすいだお湯に色がでなくな
るまでしっかりすすぎます。

プリオール
カラーコンディショナー
セット 【数量限定品】
シャンプー 40ｍＬ
カラーコンディショナー
＜カラーリンス＞230ｇ
3色
ワタシプラスでは、
ブラック・ダークブラウン・
ブラウンの 3 色を発売し
ます。
1色
店頭では、ダークブラウ
ンのみ発売します。

＜2014 年 11 月 21 日
ワタシプラス先行限定発
売＞
※写真は店頭販売品で
す。ワタシプラス販売品
は別包装となります。

普段のヘアケアで、髪色まで美しく
黒髪メークセット

○カラーコンディショナーにカラーケアシャンプーの特製サイズ
がついたセットです。

＜2015 年 1 月 21 日発売＞
商品名・容量
商品特長
プリオール
簡単、ホームエステ感覚で
エステメーク落とし
小じわの奥から汚れをクリア
＜クリーム状メーク落と
し＞
○年齢に応じたうるおいエイジングケアを、美しいつや効果でラン
140g
クアップします。乾燥による年齢サイン※9 を目立たなくします。
※9 ハリ・つや・透明感のなさ、きめの乱れ

つや付与&保湿成分 シルクプロテイン GL（セシリン、グリセリン）配合

○クリームがオイル状に変化します。小じわや毛穴の奥から、汚
れを浮かせて落とします。
○酸化した皮脂や古い角層も、すっきりとクリアにします。素肌本
来の透明感を引き出します。
○使用後の肌は、オイルエステ後のようにしっとりつややかになり
ます。
黄金エステプレミアム配合
（オーガニックホホバ種子油、オーガニックユズ種子油、月見草油、ローヤル
＜使用方法＞

ゼリーエキス、オウゴンエキス／つや付与・保湿）

手のひらにさくらんぼ 1 コ分
をとり、らせんを描きながらメ

○乾燥による小じわを目立たなくします。＊

ークとなじませた後、洗い流

＊効能評価試験済み

すかティッシュペーパーなど
でふき取ります。

○心地よいアロマブーケのほのかな香りです。

プリオール
エッセンス洗顔料
＜ゼリー状洗顔料＞
180ｍＬ

美容エッセンスゼリーの泡で
つやとうるおいを残して洗う
○年齢に応じたうるおいエイジングケアを、美しいつや効果でラン
クアップします。乾燥による年齢サイン※9 目立たなくします。
※9 ハリ・つや・透明感のなさ、きめの乱れ

つや付与&保湿成分 シルクプロテイン GL（セシリン、グリセリン）配合

○エッセンスゼリーのやさしい泡で、年齢とともに失われがちなつ
やとうるおいを残して洗います。
ルビーモイスト成分配合
（ツバキ花エキス、紅花エキス、ソルビトール／保湿）

○古い角層や老廃物を、すっきりとクリアにします。トーンアップし
たような透明感を引き出します。
＜使用方法＞

○洗顔後の肌はみずみずしく、明るい印象です。

手や顔をぬらしてから、手の
ひらにポンプ 2 回押し分をと

○心地よいアロマブーケのほのかな香りです。

り、少量の水かぬるま湯を加
えながらよく泡立てます。顔
全体をていねいに洗い、そ
の後十分にすすぎます。

プリオール
マスクイン化粧水
（しっとり）（とてもしっと
り）
＜化粧水＞
160ｍＬ
つめかえ用 140ｍＬ

マスクした後のような
うるおい・つや・透明感
○年齢に応じたうるおいエイジングケアを、美しいつや効果でラ
ンクアップします。乾燥による年齢サイン ※9 を目立たなくしま
す。
※9 ハリ・つや・透明感のなさ、きめの乱れ

つや付与&保湿成分 シルクプロテイン GL（セシリン、グリセリン）配合

○保湿注入&密封処方で、角層にスーッと溶け込む浸透感があり
ます。
○なじませるだけで、マスク後のような深いうるおいと、つや・透明
感に満ちた肌へ導きます。
○年齢とともに不足しがちなうるおいを、トリプルバランスで充実補
給します。
ゴールデンネクター配合
＜使用方法＞

（加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸、スクワラン／保湿）

洗顔の後、手のひらにポン
プ 2 回押し分をとり、顔全体

○乾燥による小じわを目立たなくします。＊

にていねいになじませます。

＊効能評価試験済み

○心地よいアロマブーケのほのかな香りです。

プリオール
クリームイン乳液
（しっとり）（とてもしっと
り）
＜乳液＞
120ｍＬ
つめかえ用 100ｍＬ

角層までしっかり浸透
クリーム級のハリ・つや持続
年齢に応じたうるおいエイジングケアを、美しいつや効果でラン
クアップします。乾燥による年齢サイン※9 を目立たなくします。
※9 ハリ・つや・透明感のなさ、きめの乱れ

つや付与&保湿成分 シルクプロテイン GL（セシリン、グリセリン）配合

○高品質で保湿効果の高いワセリンを、微粒子化して配合して
います。
○角層までしっかり浸透します。なじんだ後は、クリームのよう
なもっちりとしたハリとつや感を、長時間保ちます。
○年齢とともに不足しがちなうるおいを、トリプルバランスで充
実補給します。
ゴールデンネクター配合
（加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸、スクワラン／保湿）
＜使用方法＞
化粧水の後、手のひらにポ
ンプ 1 回押し分をとり、顔全
体にていねいになじませま
す。

プリオール
マルチデー乳液
（しっとり）（とてもしっと
り）
＜乳液（日中用）＞
35ｍＬ
（SPF35・PA＋＋＋）

○乾燥による小じわを目立たなくします。＊
＊効能評価試験済み

○心地よいアロマブーケのほのかな香りです。

朝、化粧水後に 1 本でつや肌完了

○年齢に応じたうるおいエイジングケアを、美しいつや効果でラ
ンクアップします。乾燥による年齢サイン ※9 を目立たなくしま
す。
※9 ハリ・つや・透明感のなさ、きめの乱れ

つや付与&保湿成分 シルクプロテイン GL（セシリン、グリセリン）配合

○保湿ケア・ＵＶカット・化粧下地が 1 本に。夕方までうるおい、
つや肌を守ります。
○ミネラルパールパウダー配合。みずみずしい光沢感を演出し
ます。
○年齢とともに不足しがちなうるおいを充実補給します。
ゴールデンネクター配合
（加水分解コラーゲン・ヒアルロン酸・スクワラン／保湿）

＜使用方法＞
朝、化粧水の後に、手のひ
らに 1 円硬貨大をなじませま
す。（朝のお手入れの最後に
使用し、その後ファンデーシ
ョンをご使用いただけます）

○乾燥による小じわを目立たなくします。＊
＊効能評価試験済み

○心地よいアロマブーケのほのかな香りです。

プリオール
美つやＢＢジェルクリー
ム
＜ファンデーション＞
30g 5 色

年齢サインをつやでカバー
「塗りました感」なし
○さっと塗るだけ。塗り隠すのではなく、肌にうるおいとつやを
与え、ハイライト効果で小じわ、シミ、くすみなどの年齢サインを
カバーします。これ 1 本で、明るい美つや肌が完成。
ミネラルパウダー配合※10
※10 美つやをつくり、年齢サインをカバーするパウダー

○みずみずしくなめらかなのびで、自然な仕上がりです。
○保湿しながら、べたつかない心地よい感触です。
オークル１ オークル２
オークル３ ピンクオークル１
（ＳＰＦ35・ＰＡ＋＋＋）
トーンアップカラー

○うるおいを守る保湿成分を配合しています。
美容エキスＧ（セシリン、トレハロース、ヒアルロン酸Ｎａ、水溶性コラーゲ
ン：保湿）

（ＳＰＦ34・ＰＡ＋＋＋）
＜使用方法＞

○乾燥による小じわを目立たなくします。＊

化粧水・乳液などで肌を整え

＊効能評価試験済み

た後、パール粒１コ分を指先
のとり、顔の７ヵ所（両ほお２
ヵ所、額、鼻、あご）におき、
顔全体によくなじませます。

プリオール
美つやＢＢジェルクリー
ム 限定セット
【数量限定品】 2 色

美しいつや体感セット
○美つやＢＢジェルクリームとチーク&ルージュをお試しできる
限定セットです。

プリオール
美つやＢＢパウダリー
＜ファンデーション＞
（レフィル）
10ｇ 5 色
スポンジ付き

年齢サインをつやでカバー
「塗りました感」なし
○ふわっと塗るだけで、塗り隠すのではなく、肌になめらかなつ
やを与え、ハイライト効果で小じわ、シミ、くすみなどの年齢サイ
ンをカバーします。これ１つで明るい美つや肌が完成します。
ミネラルパールパウダー配合※10
※10 美つやをつくり、年齢サインをカバーするパウダー

オークル１ オークル２
オークル３ ピンクオークル１
トーンアップカラー
（ＳＰＦ22・ＰＡ＋＋）
＜使用方法＞
化粧水、乳液などで肌を整
えた後、ソフト起毛の白い面
に適量をとり、顔の中心から
外側に向かってのばします。

プリオール
コンパクトケース
1種

○美容成分を配合しています。
美容エキスＰ（ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎ
ａ、グリセリン、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ）：保湿）

○両面使えるソフト起毛スポンジ付きです。
白い面（ふんわりソフト仕上げ用）
ピンク面（しっかりカバー仕上げ用）

粉とびを防ぎ、鏡が汚れにくい透明シート付きの
ファンデーションケース
○美つやＢＢパウダリー専用のファンデーションケースです。

プリオール
ソフト起毛スポンジ
1種

ソフト起毛面つきの両面使えるスポンジ
○美つやＢＢパウダリー専用のスポンジです。
○起毛面（ふんわり仕上げ用） ピンク面（しっかりカバー仕上
げ用）で両面使えるスポンジです。

プリオール
美つやアップおしろい
9.5g 2 種
美つやアップおしろい
（レフィル）
パフ
1種

上質なつやを、ひとのせ。
化粧もちも良く
○くるっとパフに取り、ふわっとのせるだけで、つやときめ細か
さ・化粧持ちがぐんと高まる、つや出しおしろいです。
○肌になめらかなつやを与え、ハイライト効果で小じわ、シミ、く
すみなどの年齢サインをふわっとぼかします。さらにプレミアム
パール効果で明るい輝きを与えます。
ミネラルパールパウダー配合※10
※10 美つやをつくり、年齢サインをカバーするパウダー。

○美容成分を配合しています。
美容エキスＰ（ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎ
ａ、グリセリン、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ）：保湿）
ベージュ
ピンク
（ＳＰＦ15・ＰＡ＋＋）

○3 色の同系色グラデーションをバランスよく配置し、くるっとパ
フでとるだけで、3 色が均一にミックスされるデザインです。

＜使用方法＞
肌づくりの仕上げや化粧直
しに。パフを円にそってくるっ
とまわし適量をとり、顔全体
に軽くのせるようにつけた
後、パフをすべらせるように
なじませます。

プリオール
パフ
1種

やわらか感触で、パウダーがムラなく広がる
○美つやアップおしろい専用のパフです。
○やわらかな感触で、均一にパウダーを広げ、つやのある美し
い肌に仕上げます。

プリオール
美リフトルージュ
＜口紅＞
4ｇ 8 色

色・つやリッチ
縦じわなめらか
○しっとりとつやめく リッチな発色。輪郭くっきり、縦じわさえも
なめらかな唇が続きます。
6 時間 仕上がり持続データ取得済み（当社調べ。効果には個人差があり
ます）

○くすみをクリア。肌まで明るく見えます。
○クリアアップ成分※11 を配合しています。
※11（ハチミツ、ローヤルゼリーエキス、ショウガエキス、グルコシルスペ

リジン：保湿）

○唇の乾燥・あれを防ぎます。モイストケア成分配合※12
ローズ 1 ローズ 2
ローズ 3 ベージュ 1
レッド 1 レッド 2
コーラル 1 ピンク 1
プリオール
美リフトチーク
＜ほお紅・フェースカラー
＞
3.5g 3 種
長&短ブラシ付き

※12（水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸、グリセリン、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ）：

保湿）

影を消して色つやオン。
フワッと上向きのほお

○目の下やほうれい線の影を美しく補整します。そして肌なじ
みの良い色つやをのせます。ハリ感のある上向きの顔印象へ
導きます。

美リフトチーク（レフィル）
○しっとりしたつやと、くすみ感のない発色で、血色感のある自
然な仕上がりです。
○なめらかにフィット。カサつきを感じない仕上がりです。
○美容成分を配合しています。
美容エキス（ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸、
グリセリン、リンゴ酸ジイソステアリル、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ）：保湿）

コーラル
レッド
ピンク

＜使用方法＞

プリオール
美アイカラー
＜アイシャドー・アイライ
ナー＞
3ｇ 4 種

くすみをクリア
色つや映える明るい目もと
○くすみやくぼみの影を美しく補整します。色つや映える明るく
はっきりとした目もとを演出します。
○しっとりとしたつやと、重ねてもにごらない発色で、グラデー
ション効果を発揮します。
○なめらかにフィットし、カサつきを感じない仕上がりです。
美容エキス配合（ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン
酸、グリセリン、リンゴ酸ジイソステアリル、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ）：保湿）

コーラル
ピンク
バイオレット
ブルー

＜使用方法＞

プリオール
美リフトアイライナー
0.13ｇ 2 色

クリーム芯でつややかライン

○しっとりなめらかな「クリーム芯」で描くつややかなラインで、
あいまいな目のフレームを美しく補整します。自然なくっきり感
がアップします。
12 時間 仕上がりデータ取得済み（当社調べ。効果には個人差がありま
す。）

○目もとの肌をしっかりトリートメントします。
美容オイル配合（セサミオイル、ダイズオイル、コメ胚芽オイル：保湿）

○涙・汗・まばたきにもにじみにくいです。

ブラック
ブラウン

プリオール
美リフトマスカラ
6g 1 色

細身コームでグッと上げて
目もとハリ印象

○根もとからグッと持ち上げる「細身コーム」で、下がりまつ毛
を美しく補整します。つややかでハリを感じる、自然な上向きま
つ毛が続きます。
12 時間 仕上がりデータ取得済み（当社調べ。効果には個人差がありま
す。）

○ダメージを補修し、まつ毛にコシを与えます。
毛髪補修成分配合（アルギニン）

○汗・涙・まばたきにもにじまず、落ちにくいです。
ウオータープルーフタイプ
ブラック
プリオール
美リフトアイブロー
0.25g 3 色
美リフトアイブロー用ホ
ルダー

なぎなた状の芯で、まるで自眉
○細い線も全体の色づけも描きやすい「なぎなた状の芯」で、
まばらな眉を美しく補整します。ふんわり自然な眉で、きちんと
した顔立ちが続きます。
12 時間 仕上がりデータ取得済み（当社調べ。効果には個人差がありま
す。）

○やさしい肌あたりで、しっかりトリートメントします。
美容オイル配合（セサミオイル、ダイズオイル、コメ胚芽オイル：保湿）

○汗・こすれにもにじまず、落ちにくいです。

グレー
ブラウン
ソフトブラウン
プリオール
黒髪メーク
１ＤＡＹトライアルセット
トライアルセット
シャンプー 12ｍＬ
カラーコンディショナー
＜カラーリンス＞16ｇ
○カラーケアシャンプーとカラーコンディショナーが気軽に試せる
3色
1 回分のセットです。

ブラック
ダークブラウン
ブラウン

