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資生堂ジャパン株式会社

「SHISEIDO」より、パウダーとジェルが融合した新感触の高発色アイシャドウ
2021 年 6 月 1 日（火）発売
～弾む色、軽く自由な質感の単色アイシャドウ。アイライナー新色と新メイクブラシも登場～
資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」のメイクアップシリーズより、「ポップ
パウダージェル アイシャドウ」など新アイメイクアイテム【全 4 品目 25 品種】を、2021 年 6 月 1 日
(火）から世界各国で順次発売します（※「10 Pachi-Pachi Lilac」、「12 Hara-Hara Purple」は後日
発売）。国内では、全国のデパートを中心とした約 380 店と SHISEIDO オフィシャルサイト、資生堂
の総合美容サイト「ワタシプラス」で発売します（発売元：株式会社 資生堂インターナショナル）。
◆ SHISEIDO のメイクアップは、軽いテクスチャーとクリアで大胆な発色、美しい仕上がりが
長時間持続するのが特長。
◆ 2021 年夏、パウダーとジェルが融合した新感覚テクスチャーの単色アイシャドウを発売。
日本のグラフィックアートにインスパイアされた大胆で力強いカラー展開。人気のペンシル
アイライナーの追加 5 色、2 種のアイメイク用ブラシも登場。

全 4 品目 25 品種

【商品一覧】
商品名
SHISEIDO
ポップ パウダージェル アイシャドウ
SHISEIDO
マイクロライナーインク
SHISEIDO HANEN FUDE
アイ シェーディング ブラシ
SHISEIDO KATANA FUDE
アイ ライニング ブラシ

分類
アイシャドウ

色数

容量

参考小売価格

18 色

2.2g

各 2,800 円
（税込 3,080 円）

アイライナー

追加 5 色

0.08g

各 3,500 円
（税込 3,850 円）

化粧用具

-

-

2,600 円
（税込 2,860 円）

化粧用具

-

-

2,200 円
（税込 2,420 円）

※お客 さまからのお問 い合わせは「SHISEIDOお客さま窓口 フリーダイヤル0120-587-289」でお受 けしています。

商品特長
SHISEIDO は、世界最大のメイクアップ市場であるニューヨークの拠点と共同で商品開発を行って
います。日本発のブランド SHISEIDO ならではのまるでスキンケアのような繊細で軽いテクスチャーと、
ニューヨーク発ならではのクリアで大胆な発色を兼ね備え、つけているのを忘れるかのような軽いつけ
心地、仕上がりの持続力、スリムでスタイリッシュなパッケージデザインが特長です。
2021 年夏、SHISEIDO はアイメイクカテゴリーを強化します。「ポップ パウダージェル アイシャドウ」
は、まばたきなどを表現する日本語“パチリ”をコンセプトに開発。思わず惹きつけられるようなアイポ
ップ効果をもつ、パウダーとジェルが融合したユニークな新感覚テクスチャーの単色アイシャドウです。
日本のグラフィックアートの大胆で力強い色にインスパイアされた躍動感のある 18 色（※10 「PachiPachi Lilac」、「12 Hara-Hara Purple」は後日発売）。それぞれ、鮮やかな「マット」、曇りのない「シマ
ー」、華やかな「スパークル」の 3 種のテクスチャーに分類されます。さらに、「音」が、行動や感情まで
も伝えることに着目、デート前の緊張と興奮の気持ちを表す「Waku-Waku Pink」、なめらかに滑るよう
な繊細な音を表す「Suru-Suru Taupe」など、日本語のオノマトペ(擬音語・擬態語)をカラーネームに
取り入れているのも特長です。
合わせて、人気のペンシルアイライナー「マイクロライナーインク」の追加 5 色、半円形状のアイカラ
ー ブ ラ シ 「 HANEN FUDE ア イ シ ェ ー デ ィ ン グ ブ ラ シ 」 、 斜 め カ ッ ト 形 状 の ア イ ラ イ ナ ー ブ ラ シ
「KATANA FUDE アイ ライニング ブラシ」を発売します。

（以下余白）

※価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
ポップ パウダージェル
アイシャドウ
＜アイシャドウ＞

弾む色。軽く自由な質感。
パウダーとジェルが融合した
新感覚テクスチャーのアイシャドウ。

18 色
2.2g
各 2,800 円
（税込 3,080 円）

○表現力豊かでブレンドしやすく、大胆な 18 色展開。
鮮やかな「マット」、曇りのない「シマー」、華やかな「スパーク
ル」の 3 種のテクスチャー。
（※「10 Pachi-Pachi Lilac」、「12 Hara-Hara Purple」は後日発
売）
○見たままの高発色、なのに何もつけていないかのように軽いつ
け心地。
○シルクのような、なめらかな質感と、なじませやすさ。

色調

※（）内はテクスチャー種 類

○弾性のあるテクスチャーがなめらかにフィット、軽い感触で肌を
包み込み、粉っぽくなりにくいユニークな新感覚テクスチャー。
○よれ・くずれに強い処方。

01 Shin-Shin Crystal
（シマー）

02 Horo-Horo Silk
（スパークル）

03 Fuwa-Fuwa Peach 04 Sube-Sube Beige
（マット）
（マット）

05 Zoku-Zoku Brown
（シマー）

06 Vivivi Orange
（シマー）

07 Shari-Shari Silver 08 Suru-Suru Taupe
（スパークル）
（シマー）

09 Dododo Black
（スパークル）

10 Pachi-Pachi Lilac
（シマー）
※後 日 発 売

11 Waku-Waku Pink
（マット）

12 Hara-Hara Purple
（マット）
※後 日 発 売

13 Kan-Kan Gold
（スパークル）

14 Kura-Kura Coral
（スパークル）

15 Bachi-Bachi Plum 16 Zawa-Zawa Green
（シマー）
（シマー）

17 Zaa-Zaa Navy
（シマー）

18 Doki-Doki Red
（スパークル）

○アレルギーテスト済み。
（全 てのかたにアレルギーが起 きないというわけではありませ
ん。）
○ミラー付きの超薄型コンパクト採用。

使用法
●薬指の腹、または、SHISEIDO HANEN FUDE アイ シェーディ
ング ブラシ・SHISEIDO KATANA FUDE アイ ライニング
ブラシなどでアイシャドウを取り、やさしく置くようにまぶたに
塗布します。

商品名・容量・価格
SHISEIDO
マイクロライナーインク
＜アイライナー＞

商品特長

極細の軸先でなめらかに描け、
どんな繊細ラインも描けるアイライナーに、
カラフルな新色登場

追加 5 色
○軽くペンシルをすべらせるだけで、にじみやかすれのない、
くっきりラインが簡単に描けます。

0.08g
各 3,500 円
（税込 3,850 円）

○ジェルベースの濃厚インクが、目もとにフレキシブルにのびて
フィットします。
○なめらかですべるような描き心地で、何もつけていないかの
ように軽い感触です。
○リキッドアイライナーのような濃厚な発色です。
○水、汗、にじみに強いロングウェア処方。
○アレルギーテスト済み。
（全 てのかたにアレルギーが起 きないというわけではありませ
ん。）

色調

06 Yellow

09 Violet

07 Gray

10 Burgundy

08 Teal

使用法
●芯を 1mm 程度くり出してお使いください。
●ペンシルが戻らない構造のため、出しすぎにはご注意ください。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
HANEN FUDE
アイ シェーディング ブラシ
＜化粧用具＞

なめらかに色がフィットする
半円形状のアイカラーブラシ。
ジェル、パウダー、インクタイプの強い色を出すのに最適。

2,600 円
（税込 2,860 円）

○短めの毛足が狙い通りに目もとにフィットし、アイカラーをムラ
なく肌に溶けこむように仕上げます。
○熊野筆の技術を用いた筆職人による手作りです。
○肌触りにこだわった人工毛を使用しています。

SHISEIDO
KATANA FUDE
アイ ライニング ブラシ
＜化粧用具＞
2,200 円
（税込 2,420 円）

繊細なラインが描ける
斜めカット形状のアイライナーブラシ。
さまざまなタイプのアイカラーで
アクセントをプラスするのに最適。

○斜めにカットした刀のような筆先で、目もとの細部や正確な
ラインが自由自在に描けます。
○熊野筆の技術を用いた筆職人による手作りです。
○肌触りにこだわった人工毛を使用しています。

■SHISEIDO オフィシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/

