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ハローキティとインテグレートが「Meet “LOVELY”」をテーマにコラボ！
限定デザインパッケージや AR フィルターが登場
～2021 年 5 月 21 日（金）発売～
資生堂セルフメイクアップブランド「インテグレート」は「Meet “LOVELY”」というテーマのもと、株式会社サンリ
オのキャラクター『ハローキティ』とコラボレーションした限定デザインパッケージのアイテム【全 4 品目 8 品種 参
考小売価格 1,300 円～2,000 円 （税込 1,430 円～2,200 円） *】を 2021 年 5 月 21 日（金）より数量限定発売し
ます。また、コラボレーションを記念して、2021 年 5 月 6 日（木）よりインテグレート公式インスタグラムにて、ハロ
ーキティと一緒にラブリーな体験ができる 3 種類の AR フィルターを公開します。
* 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）

◆今回のコラボレーションでしか手に入らない、インテグレートだけのオリジナルのハローキティデザインです。
◆好評のファンデーション 3 種の特製セットと、人気カラーのアイシャドウ 2 色を発売します。
◆2021 年 5 月 6 日よりインテグレート公式インスタグラムにてハローキティとのコラボ AR フィルターを公開。
◆「#インテとキティが出会ったら」をつけたコラボレーション施策を公式インスタグラムやツイッターで展開します。
◆メイクを通じて女性たちにワクワクしてほしいという想いを込めて、ハローキティがメッセージを送っています。

AR フィルター

【商品一覧】

全 4 品目 8 品種
商品名

分類

容量

インテグレート プロフィニッシュファンデー
ション 特製セット K 【数量限定品】

ファンデーション
化粧補助道具

10g

インテグレート プロフィニッシュリキッド
特製セット K 【数量限定品】

ファンデーション
おしろい

30ml

インテグレート 水ジェリークラッシュ
特製セット K 【数量限定品】

ファンデーション
化粧補助道具

18g

アイシャドウ

3.3g

インテグレート
トリプルレシピアイズ K 【数量限定品】

1.0g
-

品種
2種
2種
2種
2種

参考小売価格
1,300 円
(税込 1,430 円)
1,600 円
(税込 1,760 円)
2,000 円
(税込 2,200 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。

コラボレーションに込めた想い
『ハローキティ』は、キュートな見た目や前向きな言葉などが支持され、47 年間性別や年代を問わず幅広い層
の方々に愛されているキャラクターです。今回インテグレートは、「ハローキティ」とコラボレーションし、「Meet
“LOVELY”」をテーマに限定商品を展開します。インテグレートと出会ったハローキティが、今回の商品のターゲ
ットである女性たちをラブリーな世界へ誘う様子を表現した限定パッケージで、彼女たちが自分らしくラブリーに
毎日を過ごせるようサポートします。
《ハローキティよりメッセージ》

お出かけの機会が減っても、やっぱりメイクってワクワクするから♡
メイクって自分に自信を持ったり、好きになったりするきっかけになると思うの。インテグレートさんもおんなじ思
いだったから、今回「愛せる自分に出会ってほしい」という願いを込めて、「Meet “LOVELY”」をテーマに一緒に
作ってみました！メイクする機会は前より減っちゃったかも知れないけど、少しでもみんなが輝いてハッピーでい
られるお手伝いができたら嬉しいな。

コラボレーション限定アイテム商品特長
今回の限定デザインはインテグレートでラブリーな世界と出会ったハローキティと、そんなキティを見た仲間のタ
イニーチャムたちも一瞬でラブリーな世界に引き込まれていく様子を表現しています。ファンデーション・アイシャド
ウそれぞれの絵柄は、キティとタイニーチャムたちのラブリーなエピソードをもとにした、インテグレートだけの特別
なデザインです。
限定アイテムは、ご好評いただいている、インテグレートの代表的なファンデーション 3 種と、アイシャドウです。
ひと塗りで、毛穴オフ×透け感オンして、簡単にプロ仕上げの透け感美肌が叶う、プロフィニッシュシリーズから、限
定デザインコンパクトケース付きの『プロフィニッシュファンデーション 特製セット K』と、化粧崩れをブロックするス
ーパーキープパウダー特製サイズ付きの『プロフィニッシュリキッド 特製セット K』を発売します。崩れにくく、つけ
たての仕上がりが持続する『水ジェリークラッシュ 特製セット K』は、持ち運びにもぴったりな、ハローキティ 限定
デザイン特製ミラー付きです。ファンデーションは、好みの仕上がりに合わせて 3 種から選べます。
同時に発売する、『トリプルレシピアイズ K』は、1 品で 3 つの質感が楽しめるインテグレート定番のアイシャドウ
です。今回は特に人気のカラーである、ピンク系 PK704 とブラウン系 BR703 を限定デザインで発売します。
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、透け感のあるプロ仕上げの肌に、ナチュラルなのに引き込まれる目もと
と映える赤リップが飾られた、一瞬でラブリーな世界へと誘うメイクで、Meet “LOVELY“を表現しています。
また、2021 年 5 月 6 日（木）より、インテグレート公式インスタグラムにてインテグレートとハローキティのラブリー
な世界観が楽しめる 3 種類の AR フィルターを公開します。
AR フィルターを体験したらぜひ、「#インテとキティが出会ったら」で投稿してみてください。
⚫

ハローキティと一緒にあそべる 『Hop Step Jump Game』
【URL】 https://www.instagram.com/ar/270045197994498/
【QR コード】

⚫

コラボアイテムを使ったメイクを体験できる 『ハローキティのおさんぽメイク』
【URL】 https://www.instagram.com/ar/273985067555598/
【QR コード】

⚫

ハローキティのポエムと写真が撮れちゃう！ 『ハローキティのラブリーポエム』
【URL】 https://www.instagram.com/ar/438934050507134/
【QR コード】

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。
※プロフィニッシュリキッド 特製セット K と 水ジェリークラッシュ 特製セット K は販売していない店舗が一部あります。

＜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

インテグレート プロフィニッシュフ
ァンデーション 特製セット K

肌悩みをしっかりカバーするのに、厚ぼったくならない、
プロ仕上げの透け感美肌を実現するパウダリーファンデーション。

＜ファンデーション・化粧補助用具

ハローキティ 限定デザインコンパクトケース付き

＞
10g

2種

参考小売価格 1,300 円
(税込 1,430 円 )

インテグレート プロフィニッシュファンデーション
＜ファンデーション＞ 10g （レフィル）
スポンジをすべらせるだけで、

【数量限定品】

気になる毛穴・ニキビあと・色ムラを自然にカバーし、
プロがブラシで塗ったような透け感美肌の仕上がりが続く※、
肌にやさしい使い心地のミネラルパウダリーファンデーション
〇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
〇SPF16・PA++
*硫酸 Ba
※12 時間化粧もち※※持続データ取得済み
※※ 色もち・薄れ（当社調べ・効果には個人差があります。）

色調

OC10

OC20

＜ご使用法＞
●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 Ra K
（限定デザイン）
インテグレートのプロフィニッシュファンデーションがセットできる
携帯に便利な多段タイプのコンパクトケース
＜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
＜ご使用法＞
●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ファンデーションとスポンジの間においてご使用くだ
さい。ファンデーションの表面が固まらずきれいに使えます。

インテグレート

指でさっと塗るだけで、プロがブラシで伸ばし広げたような

プロフィニッシュリキッド 特製セッ

うるつや薄膜の仕上がりが続く※、リキッドファンデーション
ハローキティ 限定デザイン

ト K

化粧くずれブロックおしろい 特製サイズ付きの限定セット

＜ファンデーション＞
30mL

2種

＜おしろい＞
1g
参考小売価格 1,600 円

インテグレート プロフィニッシュリキッド K
＜ファンデーション＞ 30mL
毛穴・色ムラをきちんとカバーするのに、

(税込 1,760 円 )

薄膜でムラなくフィットするから、透け感のある仕上がりを実現

【数量限定品】

ブラシフィニッシュ処方
○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。
○SPF30・PA+++
*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)
**硫酸Ｂa
※8 時間化粧もち※※持続データ取得済み
※※ 色もち・薄れ（当社調べ・効果には個人差があります。）

色調

OC10

OC20

＜ご使用法＞
●化粧下地などで肌を整えてから、お使いください。
●容器をよく振ってから、手のひらに適量をとり、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。
●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 スーパーキープパウダー
＜おしろい＞ 1g （特製サイズ）
仕上げにも、化粧直しにも。毛穴の目立たないフラット美肌へ
余分な皮脂を吸ってテカリやヨレを未然にブロックする
プレストパウダー
○シアーな仕上がりで、重ねても粉っぽくならずにフラットな美肌を実現し
ます。
○素肌やお手持ちのファンデーションの上に重ねると、化粧もち効果が
アップします。
○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。
○厳選されたミネラル成分配合。
ー微細ミネラルパール（毛穴カバー＆つや）
〇SPF15・PA＋
**硫酸Ｂa

＜ご使用法＞
●パフにパウダーを含ませた後、軽くすべらせるようにのばし広げます。
●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。

水ジェリーを、メッシュでくずしながら使うファンデーション。

インテグレート

素肌に密着フィットして、気になる毛穴・凹凸をぷるんとカバー

水ジェリークラッシュ 特製セット

皮脂・汗に強く、明るい透明感のある肌が続きます※。

K

ハローキティ 限定デザイン特製ミラー付き

＜ファンデーション・化粧補助用具
＞
18g

2種

参考小売価格 2,000 円
(税込 2,200 円 )
【数量限定品】

インテグレート 水ジェリークラッシュ
＜ファンデーション＞ 18g
〇水ジェリーベースが、肌に密着して、くずれにくく、つけたての仕上がり
が持続します。
〇毛穴・凹凸をカバーして、まるで素肌がキレイになったような、つるんとし
た肌を実現します。 －ピュアスキンパウダー配合
〇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。
〇肌に負担をかけないやさしい使い心地で、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。
○SPF30・PA++
*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）
**硫酸 Ba
※13 時間化粧もち※※持続データ取得済み
※※ 皮脂・汗くずれ・よれ・色もち・薄れ（当社調べ・効果には個人差があります。）

色調

①

②

＜ご使用法＞
●始めに、専用パフを袋から取り出します。ケースのキャップを開け、
中フタの上に置いてセットしてください。
中フタは捨てずに、パフを置いてご使用ください。
●初めてお使いになる際は、ファンデーションが専用パフに適量つくまで、
メッシュ面に数回押し当ててください。
●洗顔後、スキンケアで肌を整えた後にお使いください。

化粧水の後に、本品をお使いいただいても化粧もち効果が得られます。
①メッシュ面にパフを軽く押し当て、適量を取ります。（図１）
②肌をこすらないようにほおの広い面から、
トントンと軽くたたきこむように、なじませます。（図２）
●パフを取り替えるときは別売の「インテグレート
水ジェリークラッシュ用パフ」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 ハローキティ 限定デザイン特製ミラー
○ハローキティ 限定デザインの持ち運びに便利なカードタイプのミラーで
す。
＜ご使用法＞
●ミラーに添付している取扱説明書をよく読んで、ご使用ください。

インテグレート

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！

トリプルレシピアイズ K

目もとになじむベーシックなグラデカラーに、

＜アイシャドウ＞
3.3g

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。

2種

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

参考小売価格 1,500 円
(税込 1,650 円 )
【数量限定品】

ハローキティ 限定デザイン
○くすみや薄れのない、美しい仕上がりが持続します。
色調

PK704

BR703

＜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を仕上げた後上に重ねます。
●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。
■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

