
 

※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。 

 

 

 

                         

マジョリカ マジョルカから「自分だけのかわいい」をつくる 
アイシャドウと化粧下地を発売 

～アイシャドウ 2021年 4月 21日（水） 発売、化粧下地 2021年 5月 21日（金） 発売～ 

 
資生堂は、「かわいい」の扉をひらくセルフメイクアップブランド「マジョリカ マジョルカ」より、アイシャドウ「マ

ジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ」の新色【全 2品目 5品種 希望小売価格 500～800円(税込 550円～

880 円)】を 2021 年 4 月 21日（水）より発売します。また、悩みを自然にカバーし、うるおうのにくずれない、透明

感のあるトーンアップ肌に導くカラージェル下地「マジョリカ マジョルカ スキンナビゲートカラー」【全 1品目 3品

種 希望小売価格 1,200円（税込 1,320円)】を 2021年 5月 21日（金）より発売します。 
  

◆つやめく華やかな印象を実現する３Dラメを搭載した「マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ(フローティ

ング)」の新色 3色(うち限定 1色)を、発色が良く自然な立体感をつくるフォルム整形アイシャドウ「マジョリカ 

マジョルカ シャドーカスタマイズ」の新色 2色を発売します。 

◆うるおうのにくずれない、透明感のあるトーンアップ肌に導く化粧下地「マジョリカ マジョルカ スキンナビゲー

トカラー」は、「ニキビあと・赤み」「くま・そばかす」「くすみ」それぞれの悩みを自然にカバーする全 3色で発売

します。 
 

 

 

【2021年 4月 21日(水)発売商品一覧】  

商品名 分類 容量 色数 希望小売価格 

マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ 

（フローティング）【色調追加】 
アイシャドウ 1g 

新色 2色 

限定 1色 

800円 

(税込 880円) 

マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ 

【色調追加】 
アイシャドウ 1g 新色 2色 

500円 

（税込 550円） 

 

【2021年 5月 21日（金）発売商品一覧】  

商品名 分類 容量 色数 希望小売価格 

マジョリカ マジョルカ スキンナビゲートカラー 
スキンミルク 

・化粧下地 
35g 3色 

1,200円 

(税込 1,320円) 

                                

2021-3 

株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 

 

全 2品目 5品種 

全 1品目 3品種 



 

 

発売背景 

「マジョリカ マジョルカ」は、10 代～20 代女性が理想の「かわいい」に近づくために目もとを重要視しており、

マスクを着用する機会が多くなったことで、より華やかなアイメイクを求めていることを捉えました。そこで、３D ラ

メでパッとつやめく華やかな印象を実現するアイシャドウ「マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ（フローテ

ィング）」の新色 3 色(うち限定 1 色)、発色が良く自然に目を大きく見せるアイシャドウ「マジョリカ マジョルカ シ

ャドーカスタマイズ」の新色 2色を 2021年 4月 21日（水）に発売します。 

さらに、マスク需要の高まりにより、10 代～20 代女性が、肌作りはライトに済ませたい一方で、肌の悩みはき

ちんとカバーをして、くずさずキープしたいというニーズが存在していることを捉えました。そこで、悩みを自然に

カバーし、うるおうのにくずれない、透明感のあるトーンアップ肌に導く新化粧下地「マジョリカ マジョルカ スキ

ンナビゲートカラー」を全 3色展開で 2021年 5月 21日（金）に新たに発売します。 

 

商品特長 

「マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ（フローティング）」の BE202「ラクダの背中」は、ゴールドのラメで

瞬時に華やかさがアップする仕上がり、OR202「熱砂」は、ピンクとシルバーのラメでパッと明るい仕上がりを実

現します。BL102「ガラス窓」は、淡い青色のラメが涼しげな透明感のある限定カラーです。「マジョリカ マジョル

カ シャドーカスタマイズ」の PK300「おつかい」は、ダスティピンクとラメの組み合わせで甘すぎない印象に仕上

がるカラー、オレンジブラウンの OR300「みちしるべ」は、控えめのラメでカジュアルにも大人っぽくも使いやすい

カラーです。「マジョリカ マジョルカ シャドーカスタマイズ（フローティング）」と「マジョリカ マジョルカ シャドーカ

スタマイズ」は、SNS で話題の既存色を含めた全 29色で、マスク生活でも華やかな目もとを演出しながら、自分

にぴったりのカラー・質感・発色で大きな瞳が手に入るラインナップを展開します。 

 

「マジョリカ マジョルカ スキンナビゲートカラー」は、うるおい密着ジェル処方とテカり防止パウダー配合で、

うるおいのある肌に整え、毛穴の凹凸やテカりが目立たない、メイクもちのよい肌に仕上げます。また、それぞ

れのカラー効果で若年層の肌悩みを自然にカバーし、明るい肌へ導きます。ミントグリーンは「ニキビあと・赤み」

に、コーラルピーチは「くま・そばかす」に、ピンクラベンダーは「くすみ」に、それぞれ対応したカラー展開です。う

るおいのあるテクスチャーでありながら SPF30・PA+++と紫外線防止効果も備わっているほか、洗顔で落とすこ

とができ、ライトメイクのニーズにも応えます。 

 

プロモーション 

モデルには、浜辺美波さんを継続起用し、 SNSを中心にプロモーションを展開します。「シャドーカスタマイ

ズ」・「シャドーカスタマイズ（フローティング）」では、アイシャドウの仕上がりから連想できるキラキラした質感の

砂漠を舞台に、アイシャドウ一つ一つを星座になぞらえて表現しています。「スキンナビゲートカラー」では、そ

れぞれの悩みに合わせた目的地にたどり着くことを、砂漠の中で出会うオアシスと蜃気楼の世界で表現しまし

た。 

 

  



 

 

 

【2021年 4月 21日(水)発売商品概要】 

商品名・容量・価格 商品特長 

マジョリカ マジョルカ 

シャドーカスタマイズ（フローティング） 

〈アイシャドウ〉 

1g 追加 3色（うち数量限定 1色） 

希望小売価格 800円 

(税込 880円) 

 

 

 

 

 

 

 

(商品左から)BE202、OR202、BL102 

○輝度の高い大粒ラメが密着しラメ落ちせず、瞳全体の輝きを増してより華

やかな印象が続きます。 

 －フローティングベース処方 

 

○ラメがチラチラ浮いているように輝き、華やかに、そして立体感のある目も

とを演出します。 

 

【色調】 

〈フローティング：大粒ラメがチラチラ浮いているように見える仕上がり〉 

 

 

 

      BE202              OR202              BL102 

    ラクダの背中          熱砂           ガラス窓 

（数量限定カラー）  

 

 

 

 

 

 

 

(スウォッチ左から)BL102、BE202、OR202  

マジョリカ マジョルカ 

シャドーカスタマイズ 

〈アイシャドウ〉 

1ｇ 追加 2色 

希望小売価格 500円 

(税込 550円)  

 

 

  

 

 

 

 

(商品左から)OR300、PK300 

○光をコントロールして目もとの立体感を際立たせます。 

 －ハイライトパール×シェーディングパールの効果的な配合 

 

○3 タイプの光沢バリエーション（オパレッセント、ルミナスティック、メタリッ

ク）で自由自在に組み合わせが可能です。 

 

【色調】 

〈ルミナスティック：自然な明るさと透明感を生み出す仕上がり〉 

 

 

 

       OR300             PK300                          

      みちしるべ         おつかい       

 

 

 

 

 

 

             

 

(スウォッチ左から)OR300、PK300 

思いのままにカスタムできる 

大粒ラメがきらめくアイシャドウ 

思いのままにカスタムできる 

フォルム整形アイシャドウ 



 

 

 

【2021年 5月 21日(金)発売 商品概要】 

商品名・容量・価格 商品特長 

マジョリカ マジョルカ 

スキンナビゲートカラー 

〈スキンミルク・化粧下地〉 

35ｇ 3色 

希望小売価格 1,200円 

(税込 1,320円)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(商品左から)ピンクラベンダー、コーラルピーチ、ミン

トグリーン 

○3 色のカラー展開で、肌悩みを自然にカバーしながら明るい肌へ導きま

す。 

 LV：くすみをとばして、瞬時に透明感をアップします。 

CP：血色感を与え、くま・そばかすをふんわりカバーし、透明感のある肌に

見せます。 

GR：ニキビあとや赤みをカバーして、クリアな透明感のある肌に見せます。 

 

○うるおいのある肌に整え、毛穴の凹凸やテカりが目立たないメイクもちの

よい肌に仕上げます。 

 －うるおい密着ジェル処方 

 －テカり防止パウダー配合 

 

○SPF30・PA+++ 

 

○マスクにつきにくい処方 

 

○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） 

 

○洗顔でオフ可能 

【色調・仕上がりイメージ】（効果には個人差があります） 

 

色調 Before After 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

＜使用法＞ 

●スキンケアで肌を整えた後、手のひらにパール粒 1 つ分をとり、顔全体に

クルクルとマッサージするようになじませます。 

●洗顔後、本品を直接お使いいただいてもうるおい効果が得られます。 

●使用量が少ないと、十分な紫外防御効果が得られません。 

■マジョリカ マジョルカ ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/mj/ 

■マジョリカ マジョルカ 公式 Instagram majolicamajorca.official 

■マジョリカ マジョルカ 公式 Twitter @majolica_tweets 

悩みカバー＆トーンアップ 

うるおうのに、くずれない 
密着カラージェル下地 

LV ピンクラベンダー 

CP コーラルピンク 

GR ミントグリーン 

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

