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まるでアプリのフィルター加工のように瞬間補正！

毛穴オフ×トーンアップで
すっぴん美肌がメイクでつくれる「すっぴんメイカー」誕生
～2020 年 9 月 21 日（月）発売～
資生堂は、セルフメイクアップブランド「インテグレート」より、すっぴん美肌を実現するベースメイクアイテム「イン
テグレート すっぴんメイカー」と、すっぴん美肌に似合う「トリプルレシピアイズ」の新色調など【全 6 品目 7 品種
参考小売価格 600 円～1,500 円（税込 660 円～1,650 円）*】を 2020 年 9 月 21 日（月）より発売します。
* 価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

◆

新発売「インテグレート すっぴんメイカー」は、ピンク色のベースメイクアイテムで、これ 1 つで、気になる毛
穴をカバーしながら、くすみのないトーンアップした透明感のあるすっぴん美肌仕上げを簡単に実現します。
するすると軽やかに広がり、さらすべな肌に仕上げるスポンジ使いの CC パウダーと、なめらかに伸びてピ
タッとフィットし、うるつやな肌に仕上げる CC リキッドの 2 タイプあり、好みの仕上がりで選べます。

◆

「インテグレート トリプルレシピアイズ」は、使い方次第で、3 つの仕上がりが楽しめる人気のアイシャドウ
です。すっぴん美肌と調和する色調で、イエローベース／ブルーベースそれぞれの肌色に合う 2 種を追加
します。

インテグレート
左：すっぴんメイカー CC パウダー
右：すっぴんメイカー CC リキッド

インテグレート
左：トリプルレシピアイズ RD706
右：トリプルレシピアイズ OR707

【商品一覧】

全 6 品目 7 品種
商品名

インテグレート コンパクトケース P
インテグレート すっぴんメイカー ＣＣパウダー (レフィ
ル)

分類

容量

品種

化粧補助用具

‐

1種

フェイスパウダー

10g

1種

フェイスパウダー
化粧補助用具

10g

化粧下地

25ml

販売名：インテグレート すっぴんメイカー パウダー (レフィル)

インテグレート すっぴんメイカー ＣＣパウダー 特製セ
ット Ⅰ
販売名：インテグレート すっぴんメイカー パウダー 特製セット Ⅰ

-

1種

参考小売価格
600 円
(税込 660 円)
1,100 円
(税込 1,210 円)
1,100 円
(税込 1,210 円)

【数量限定品】
インテグレート すっぴんメイカー ＣＣリキッド
販売名：インテグレート すっぴんメイカー リキッド

インテグレート すっぴんメイカー ＣＣリキッド 特製セッ
ト Ⅰ
販売名：インテグレート すっぴんメイカー リキッド 特製セット Ⅰ

25ml
化粧下地

エアフィールメーカー

1種

特製サイズ 4g

【数量限定品】
インテグレート
トリプルレシピアイズ

1種

アイシャドウ

3.3g

2種

1,400 円
(税込 1,540 円)
1,400 円
(税込 1,540 円)
1,500 円
(税込 1,650 円)

*価格は参考小売価格です。（店舗によって価格が異なる場合があります）
※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。

発売背景
10～20 代女性のベースメイク意識調査※1 によると、95.6％の女性が「メイクをしている時にも、すっぴんがき
れいな人と思われたい」と回答(調査 1)。そのため、ファンデーションを薄く塗布することや、コンシーラーで肌悩み
を隠し、顔全体は薄づきのアイテムを使用するなど、工夫してすっぴん風に仕上げているという実態がわかりま
した。(調査 2)また、すっぴんがきれいな人と思われたいと考える女性にとって、毛穴やくすみ・色ムラがない肌や明
るい肌へのニーズが高い一方、自分に合ったアイテムがわからないことや、手間や時間がかかることに不満を
感じていることもわかりました。(調査 3,4)
※1 20 年 7 月資生堂調べ
（調査 1）15～29 才女性 N=1650

（調査 2,3,4）15-25 才女性 ベースメイク 1 品以上使用かつすっぴんがきれいと思われたい方 N=300

商品特長
インテグレートは、「すっぴんがきれいな人と思われたい」と考えベースメイクを工夫して仕上げている一方で、
不満や悩みを抱えている女性の意識に着目しました。「インテグレート すっぴんメイカー」は、1 つで簡単にすっ
ぴん美肌を実現するベースメイクアイテムです。毛穴・凹凸をカバーしながら、肌色をトーンアップさせて、素肌
以上の透明感を実現するピュアスキンフィルター効果を採用。毛穴や凹凸を目立たなくさせる「透け感エフェクト
パウダー」と、くすみ・色ムラを補正しながら肌を明るくみせる「ぼかしピンクパウダー」により、多くの女性が写真
を撮る際に使用しているカメラアプリのフィルター加工のように瞬間補正し、きれいなすっぴんであるかのような
肌を実現します。さらに、ほんのりピンク色のピュアカラーで、マスクへの付着も目立ちにくいアイテムです。
また、人気のアイシャドウ「インテグレート トリプルレシピアイズ」の新色調 2 種は、すっぴん風の仕上がりを
高め、大人のかわいらしさを演出します。

【商品概要】

＊価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

商品名・容量・価格
インテグレート
コンパクトケース P

商品特長
インテグレートのすっぴんメイカー CC パウダーがセットできる
携帯に便利な多段タイプのコンパクトケース

＜化粧補助用具＞
参考小売価格 600 円
(税込 660 円 )
パッケージ

○インテグレート すっぴんメイカー CC パウダー用のコンパクトケースで
す。
○インテグレート プロフィニッシュファンデーションにもお使いいただけま
す。
＜ケースへのセット方法＞
●別売りのインテグレートのすっぴんメイカー CC パウダーのレフィルをセ
ットしてお使いください。

本体

（スポンジはレフィルにセットされています。）
●ケースの手前に中皿をななめに差し込み、
中皿の★部分のふちをカチッと音がするまで
上から押してください。
●ケースからレフィル容器を取り出すときは★部分に
指の腹をあて、軽く下に押しながら上に取り出します。

まるでアプリのフィルター効果のように瞬間補正。

インテグレート

これ 1 つで、毛穴・くすみのないすっぴん美肌が

すっぴんメイカー ＣＣパウダー

簡単につくれる CC パウダー

(レフィル)
＜フェイスパウダー＞
10g

1種

参考小売価格 1,100 円
(税込 1,210 円 )

○毛穴・凹凸をカバーしながら、肌色をトーンアップさせ、素肌以上の透明
感を実現します。
－ピュアスキンフィルター効果
○するすると軽やかに広がり、さらすべな肌に仕上げる、スポンジ使いの
CC パウダーです。
○肌に負担をかけない使い心地で、つけた瞬間から肌を守ります。
－肌あれ防止イオンミネラルパウダー※2 配合

※2 硫酸Ｂａ

○オールシーズン・水なし使用タイプ
○SPF18・PA+++
パラベン（防腐剤）フリー・無香料・ニキビのもとになりにくい処方・
アレルギーテスト済み
（全ての方にニキビができない・アレルギーが起きないというわけではあり
ません。）

色調
ピュアカラー

＜使用法＞
●普段お使いの化粧下地などで肌を整えてから使います。
●スポンジに適量をとり、滑らせるようにのばします。
●落とすときはメイククレンジングをお使いください。
●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。
●紫外線防御効果のある化粧下地などとの併用をおすすめします。

インテグレート
すっぴんメイカー ＣＣパウダー
特製セット Ⅰ
＜フェイスパウダー・化粧補助用具
＞
10g

1種

参考小売価格 1,100 円
(税込 1,210 円 )
【数量限定品】

まるでアプリのフィルター効果のように瞬間補正。
これ 1 つで、毛穴・くすみのないすっぴん美肌が
簡単につくれる CC パウダー
すっぴんメイカー用 コンパクトケース付きの限定セット

まるでアプリのフィルター効果のように瞬間補正。

インテグレート

これ 1 つで、毛穴・くすみのないすっぴん美肌が

すっぴんメイカー ＣＣリキッド

簡単につくれる CC リキッド

＜化粧下地＞
25ml

1種

参考小売価格 1,400 円

〇毛穴・凹凸をカバーしながら、肌色をトーンアップさせ、素肌以上の透明

(税込 1,540 円 )

感を実現します。
－ピュアスキンフィルター効果
○なめらかに伸びてピタッとフィットし、うるつやな肌の仕上がりが続く ※3、
CC リキッドです。
※3 8 時間化粧もち※4 データ取得済み
※4 色もち・薄れ（当社調べ・効果には個人差があります。）

○素肌にうるおいを与え、密封マスクする高美容保湿液成分※5 配合。
○乾燥を防いで、うるおいが持続します。
○肌に負担をかけない使い心地で、つけた瞬間から肌を守ります。
－肌あれ防止イオンミネラルパウダー※2 配合。
※5 ＰＥＧ／ＰＰＧ－１４／７ジメチルエーテル,エリスリトール,グリセリン,ＰＥＧ／ＰＰＧ－１７／４ジメ
チルエーテル,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)
※2 硫酸Ｂａ

○オールシーズン
○SPF30・PA+++
パラベン（防腐剤）フリー・無香料・ニキビのもとになりにくい処方・アレルギ
ーテスト済み
（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではあ
りません。）
色調
ピュアカラー

＜使用法＞
●スキンケアで肌を整えた後、容器をよく振ってから、手のひらに適量をと
り、指の腹を使って顔全体になじませます。
●洗顔後、直接本品をお使いいただいてもうるおい効果が得られます。
●落とすときは、メイククレンジングをお使いください。
●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

まるでアプリのフィルター効果のように瞬間補正。

インテグレート

これ 1 つで、毛穴・くすみのないすっぴん美肌が

すっぴんメイカー ＣＣリキッド
特製セット Ⅰ

簡単につくれる CC リキッド

＜化粧下地＞

エアフィールメーカー ラベンダーカラー 特製サイズ付きの限定セット

25ml

1種

参考小売価格 1,400 円
(税込 1,540 円 )

＜エアフィールメーカー ラベンダーカラー 特製サイズ＞
素肌のように軽く、透け感のある美肌に補正。

【数量限定品】

ふわさら快適が長時間続く※6、化粧下地
※6

12 時間化粧もち※7 データ取得済み

※7 べたつき・テカリ・くすみ（当社調べ・効果には個人差があります。）

○「インテグレート エアフィールメーカー ラベンダーカラー」のお試しサイ
ズです。
○透け感エアパウダーが、毛穴・凹凸をカバーしながら、透明感をアップ
し、べたつき・テカリを防ぎます。
○黄ぐすみ・色ムラをカバーして、トーンアップするラベンダーカラーです。
○素肌にうるおいを与え、密封マスクする高美容保湿液成分※5 配合。
○肌に負担をかけない使い心地で、つけた瞬間から肌を守ります。
－肌あれ防止イオンミネラルパウダー※2 配合。
○ラベンダー油・ローズマリー葉油・グリセリン（保湿）
○ほのかに香るラベンダーの香り
エアフィールメーカー
ラベンダーカラー
＜化粧下地＞
特製サイズ 4g

1種

※5 ＰＥＧ／ＰＰＧ－１４／７ジメチルエーテル,エリスリトール,グリセリン,ＰＥＧ／ＰＰＧ－１７／４ジメ
チルエーテル,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)
※2 硫酸Ｂａ

○SPF25・PA++
ニキビのもとになりにくい処方・アレルギーテスト済み
（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではあ
りません。）
色調
ラベンダーカラー

＜使用法＞
●普段お使いのファンデーションの下地としてお使いください。
●スキンケアで肌を整えた後、指先にパール粒 1 コ分を目安にとり、
毛穴の気になる部分を中心にすりこむようになじませます。
●特にカバーしたい部分には、少量を重ねて優しくなじませます。
●落とすときは、メイククレンジングをお使いください。
●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

これ 1 つで、普段メイクもお出かけメイクも自在にキマる！

インテグレート

目もとになじむベーシックなグラデカラーに

トリプルレシピアイズ
＜アイシャドウ＞

気分によって選べる 2 つの質感チェンジパウダーをオン。

3.3g

質感で目もとの印象を変化できる 5 色セットのアイシャドウ

2種

参考小売価格 1,500 円
(税込 1,650 円 )

○くすみや薄れのない、美しい仕上がりが持続します。
色調

RD706
ブルーベースの
肌に似合うカラー

OR707
イエローベースの
肌に似合うカラー

＜ご使用法＞

①を太チップにとり、アイホールよりやや広めにぼかします。
②を太チップの裏側にとり、アイホールにぼかします。
③を細チップにとり、まつ毛の生えぎわからぼかすようにのせます。
＜質感をチェンジさせたい場合＞
●①～③を重ねた後上に重ねます。
●つややかなセクシーアイに仕上げたい場合は、④を指先にとりアイホー
ル全体に重ねます。
●きらめくインパクトアイに仕上げたい場合は、⑤を指先にとり、アイホー
ル全体に重ねます。
基本
(①～③)

基本＋
④濡れツヤ

基本＋
⑤キラめき

■インテグレート ブランドサイト

http://www.shiseido.co.jp/ie/

