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すっぴん風メイクを簡単にもっとかわいく。成功のカギは血色感！
インテグレートより、「すっぴんメイカー チーク＆リップ」新登場
～2021 年 2 月 21 日（日）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」の「すっぴんメイカー」シリーズより、すっぴん風メイク
には欠かせない自然な血色感とつやを、ほおと唇に簡単にプラスできるティント成分配合の「すっぴんメイカー
チーク＆リップ」他【3 品目 4 品種 参考小売価格 1,100 円～1,540 円 （税込）】を 2021 年 2 月 21 日（日）より新
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）

◆「インテグレート すっぴんメイカー チーク＆リップ」は、肌の内側からじんわりにじむような血色感と自然なつ
やで、きれいなすっぴん風のほおと唇を簡単に実現します。すっぴん風の肌になじむヌーディーなカラーで、イ
エローベース・ブルーベースそれぞれの肌に合う 2 色を発売します。
◆同日に、毛穴・くすみのない、すっぴん風の美肌を簡単に実現する「インテグレート すっぴんメイカー ＣＣパ
ウダー/ＣＣリキッド」の特製セットも発売します。チーク＆リップと一緒に使用することで、透け感のある大人か
わいいすっぴん風の仕上がりを高めます。

【商品一覧】

全 3 品目 4 品種
商品名

インテグレート すっぴんメイカー
チーク＆リップ
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 Ⅱ
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 Ⅱ

【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 特製セット Ⅱ
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 Ⅱ

分類

容量

品種

チークカラー・口紅

4g

2種

フェイスパウダー
化粧補助道具

10g

化粧下地
化粧補助道具

25ml

-

-

1種

1種

参考小売価格
1,000 円
(税込 1,100 円)

1,100 円
(税込 1,210 円)

1,400 円
(税込 1,540 円)

【数量限定品】
＊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）

※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
インテグレートは、10-20 代女性の「すっぴん風メイク」のトレンド※に着目し、2020 年 9 月にベースメイクアイ
テム「すっぴんメイカー ＣＣパウダー/ＣＣリキッド」を発売しました。マスク着用の日常化や、おうちにいる時間
が長くなるなど、ニューノーマルな生活の中でメイクをライトに仕上げたいというニーズの変化により、すっぴん
風メイクのトレンドが加速したことも追い風となり、発売後すぐに SNS を中心に話題化し愛用者が拡大していま
す。
今回発売する「すっぴんメイカー チーク＆リップ」は、「まるですっぴんがきれい」と想起させるような仕上がり
を意識し、すっぴんメイクで重要な「血色感」と「つや」に着目した商品です。ターゲットが普段使っているチーク
やリップと異なる仕上がり感で、すっぴん風に仕上げた肌にも自然になじむ血色感とつや感が簡単に手に入る
のが特長です。
インテグレートは、今後もニューノーマルの中で加速するすっぴん風の仕上がりニーズに応えます。
※ 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。（ 20 年 7 月資生堂調べ 15～29 才女性 N=1650）

商品特長
「インテグレート すっぴんメイカー チーク＆リップ」は、指でポンポンと塗るだけで、きれいなすっぴん風のほ
おと唇が簡単につくれる 1 品 2 役のポイントメイクアイテムです。ティント成分配合で、じんわり色づきながら、肌
の内側からにじんだような血色感を演出します。マスクを外した後も、肌に色が残るので、すっぴん風の血色感
が続きます。また、クリームタイプでとろけるようになじむため、ほおにも唇にも塗りやすく、濡れたような自然な
つやを叶えます。
1 品で毛穴・くすみのない、すっぴん美肌を簡単に実現する「インテグレート すっぴんメイカー ＣＣパウダー/
ＣＣリキッド」で透明感のある明るい肌に仕上げた後に、「インテグレート すっぴんメイカー チーク＆リップ」を
塗布することで、自然な血色感とつやが加わり、すっぴん風美肌の仕上がりをさらに高めます。
プロモーション・販売展開
モデルには、小松菜奈さんを起用し、ふんわりとしたすっぴん風の美肌と、ほおが上気したように自然な血色
感をチャーミングに表現しています。
販売チャネルは、ドラッグストア・ＧＭＳ・化粧品専門店など約 17,000 店です。併せて資生堂の総合美容サイト
「ワタシプラス」でも販売します。

＜以下、余白＞

【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

商品特長
にじむような血色感と透明感のあるつやで、

インテグレート すっぴんメイカー

きれいなすっぴんのほおと唇が、

チーク＆リップ

簡単につくれるチーク＆リップ

＜チークカラー・口紅＞
4g

2種

参考小売価格 1,000 円
(税込 1,100 円 )

○ティントタイプなので、じんわり色づきながら、肌の内側からにじんだよう
な血色感を演出します。
○とろけるようになじむので、ほおにも唇にも塗りやすく、濡れたような自
然なつやを叶えます。

色調
BE321
（ヌーディーピーチ）

BE321
（ヌーディーピーチ）

PK322
（ヌーディーチェリー）

〇イエローベースの肌に合うヌーディ―ピーチとブルーベースの肌に合う
ヌーディーチェリーの 2 色調です。
＜使用法＞
●指先に少量とり、ほおの高いところや唇に、ぽんぽんと軽くなじませま
す。

PK322
（ヌーディーチェリー）

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

すっぴんメイカー ＣＣパウダー

すっぴん美肌が簡単につくれる CC パウダー

特製セット Ⅱ

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

＜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 )

インテグレート すっぴんメイカー ＣＣパウダー
＜フェイスパウダー＞ 10g （レフィル）
毛穴・凹凸をカバーしながら、肌色をトーンアップさせて、

【数量限定品】

素肌以上の透明感を実現
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、さらすべな肌の仕上がりが続く※、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＊配合

*硫酸 Ba

○SPF18・PA+++
※12 時間化粧もち※※データ取得済み
※※ 色もち・薄れ（当社調べ・効果には個人差があります。）

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 コンパクトケース P
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
○「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。
○別売りの「インテグレート プロフィニッシュファンデーション（レフィル）」
にもお使いいただけます。

＜ケースへのセット方法＞
●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とりだすときは★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。

インテグレート スポンジパフ
＜使用法＞
●スポンジパフの袋の中に透明フィルムが入っています。コンパクトケース
にセットする際は必ずパウダーとスポンジの間に置いてご使用ください。
パウダーの表面が固まらずきれいに使えます。

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

すっぴんメイカー ＣＣリキッド

すっぴん美肌が簡単につくれる CC リキッド

特製セット Ⅱ
＜化粧下地・化粧補助用具＞
25ml

気になる毛穴をさらに自然にカバーする特製ブラシ付き限定セット

1種

参考小売価格 1,400 円
(税込 1,540 円 )

インテグレート すっぴんメイカー リキッド ＜化粧下地＞ 25ｍL
毛穴・凹凸をカバーしながら、肌色をトーンアップさせて、

【数量限定品】

素肌以上の透明感を実現
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※、Ｃ
Ｃリキッドです。
○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＊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＊＊配合
*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/Ｐ
ＰＧ－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)
**硫酸 Ba
○SPF30・PA+++
※8 時間化粧もち※※データ取得済み
※※ 色もち・薄れ（当社調べ・効果には個人差があります。）

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。

インテグレート ベースメイク用特製ブラシ
○「インテグレート すっぴんメイカー リキッド」にお使いいただける特製ブ
ラシです。
○毛穴・凹凸の細かい部分にフィットし、自然なカバー力を高めます。

＜ご使用法＞
●ブラシの毛の長い方を上にし、鉛筆を持つようにブラシを握って使用しま
す。（図 1）

（図 1）
●ＣＣリキッドを手のひらに適量とり、指の腹を使って顔全体になじませ、
さらにカバーしたい部分に適量を重ねた後、ブラシの穂先が毛穴や凹凸に
フィットするようにあて、軽くトントンとおくようになじませます。
■インテグレート ブランドサイト

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

■インテグレート公式 Instagram integrate_jp
■インテグレート公式 Twitter ＠INTEGRATE_PR

