
 

 
 

 

 
 

 

―重ねても偽りのない、真の輝き。― 

シルクサテンのつや肌が続くトリートメントクリームファンデーション発売 

 

資生堂のグローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、肌創りのエキスパートとして定評のあるクレ・

ド・ポー ボーテのファンデーションの中でも一番人気の高い、サテンのようななめらかなつや肌を実現するトリートメント

クリームファンデーションを進化させ、その美しさをより引き立たせるベースメイクアップアイテム【5品目 14品種 

1,320～14,300円（税込）】を、2021年 8月 21日（土）に全国一斉発売します。 

中心アイテムは、磨きぬかれた素肌美を最大限に引き出す隙のないカバーで、シルクサテンのようにつややかな肌

を実現するファンデーションです。加えて、透き通るように輝く、上質な肌を演出するトリートメントフェースパウダーと、

美しく輝くプロの仕上がりに導く高機能パウダーブラシも同時に全国一斉発売します。 

新製品は、全国の百貨店約200店、化粧品専門店約1,800店を中心に取り扱います。（発売元：株式会

社資生堂インターナショナル） 

＊タンクレームエクラｎ：24時間化粧持ち（美しい仕上がり持続、テカリ・ヨレ・色くすみ・乾燥のなさ）データ取得済み 
 

◆ ダイヤモンドの輝きに着目し開発。肌悩みをキャンセルし、素肌からきれいにみせるベースメイクです。 

◆ 使うたびに肌の美しさを高め、１日中自信に満ちあふれた肌が続きます。 

◆ メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、「ライトエンパワリングエンハンサー」が輝く仕上がりを高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品一覧】＜2021年 8月 21日（土）全国一斉発売＞                      5品目 14品種 

商品名 分類 容量 参考小売価格（税込） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

タンクレームエクラｎ 
ファンデーション 25g 14,300円（税抜 13,000円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

プードルトランスパラントｎ 
フェースパウダー 26g 13,200円（税抜 12,000円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

プードルトランスパラント n(レフィル) 
フェースパウダー 26g 9,900円（税抜 9,000円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

パフ（プードルトランスパラント）ｎ 
― ― 1,320円（税抜 1,200円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

パンソー（プードル） 
― ― 8,250円（税抜 7,500円） 

 

 

 

＊消費税は 10％で計算しています。 

※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） 

お客さまからのお問い合わせは、クレ・ド・ポー ボーテ フリーダイヤル：0120－86－1982 でお受けしています。 

2021-5 

株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 

 

 

 

 



 

 
 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

タンクレームエクラｎ 

<ファンデーション> 

クリームタイプ 

オールシーズン用 

SPF25・PA++ 

25g 

14,300円 

（税抜 13,000円） 

全 8色 

 

 

 

 
 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテメイクアップ共通新技術：ライトエンパワリングエンハンサー 

○ メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーが

光を操り、輝く仕上がりを高めます。 
 

卓越した手応え 

＜仕上がり＆化粧持ち＞ 

○ 一点のくもりもないカバー力で、瞬時に気になるエイジングサインを美しく補正しな

がら、サテンのようになめらかなつやを演出します。 

○ 使うたびに心地よく、ヨレのないしっとりとしたつや肌が 1日中持続＊します。 

＊24時間化粧持ち（ヨレ・乾燥のなさ）データ取得済み 

＜肌効果＞ 

○ 乾燥した環境でも快適なつけ心地を保ち、長時間乾燥を気にせずに過ごせます。 

○ 長時間うるおいを保ち、なめらかで輝く肌が続きます。 

○ 乾燥による小じわを目立たなくする**とともに、使うたびにつやのある輝く素肌へと

導きます。  

＊＊効能評価試験済み 
 

知性を結集させた技術と成分 

○ メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーが光

を操り、輝く仕上がりを高めます。 

○ 「肌の知性※1」に着目した独自成分、スキンイルミネイター（保湿・整肌）配合。

（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、Ｐ

ＥＧ／ＰＰＧ－１４／７ジメチルエーテル、トレハロース） 

※1 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための

鍵です。 

○ 上質なつやと肌悩みを感じさせないカバー力をあわせ持ちながら、うるおいに満ちた

美しい仕上がりを持続させるシルキートリートメント処方を採用。 

○ 皮脂によるテカリ・ヨレ・色くすみなどの化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりを長時間

持続させるラスティングコントロール機能を採用。 
 

肌に応える歓び 

○ 贅沢なスキンケアクリームのようななめらかさで肌に広がり、心地よくしっとりと肌にフ

ィットする使い心地です。 

○ ファンデーションをのせている間も、重たさのない快適な心地よさを感じさせてくれま

す。 

○ 天然ローズエッセンスなどを調香した香りです。 

○ ノンコメドジェニックテスト・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。） 

 

【商品一覧】                          ※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） 

 

【商品一覧】                                          ※表示価格は希望小売価格です。 

ダイヤモンドの輝きに着目し開発。 

肌にのせた瞬間、うるおいに満ちたサテンのようななめらかなつや肌を実現する 

トリートメントクリームファンデーションです。 

使うたびに肌の美しさを高め、 

1日中うるおい感にあふれた輝くつや肌が続きます。 

 

 



 

 
 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

プードルトランスパラントｎ 

(パフ付き) 

<フェースパウダー> 

26g 

13,200円 

（税抜 12,000円） 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

プードルトランスパラントｎ 

（レフィル） 

<フェースパウダー> 

26g 

9,900円 

（税抜 9,000円） 

全 2色 

 

 

 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテメイクアップ共通新技術：ライトエンパワリングエンハンサー 

○ メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーが

光を操り、輝く仕上がりを高めます。 

 

卓越した手応え 

＜仕上がり＆化粧持ち＞ 

○ 肌の内側から輝きを放つように光を操り、毛穴・小じわ・くすみなどの肌悩みを自然

に目立たなくしながら、磨き上げられたように品格あふれる仕上がりを演出します。 

○ ファンデーションの美しさを際立たせながら、日中の化粧崩れを防ぎ、美しい仕上が

りを長時間持続※2させます。 

※2 12時間化粧持ち持続有用性取得 

＜スキンケア性＞ 

○ 日中の乾燥から肌を守るスキンケア成分配合。乾燥の気にならない美しい肌を保

ちます。 

 

知性を結集させた技術と成分 

○ メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーが光

を操り、輝く仕上がりを高めます。 

○ ライトエンパワリングトリートメントパウダー（肌あれ防止）配合。（硫酸 Ba） 

○ ファンデーションの仕上がりと化粧持ち効果を高めながら、つけている間中、乾燥を

感じさせないメイクアップシナジャイジング処方を採用。 

○ 皮脂によるテカリ・色くすみなどの化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりを長時間持続

させるラスティングコントロール機能を採用。毛穴落ちやヨレも防ぎます。 

- 時間がたってもファンデーションの色がくすまないデイマッチング成分 

- 皮脂吸着パウダー 

- 肌に密着させヨレにくくするハニカム防止成分 

 

肌に応える歓び 

○ 空気のような軽やかさで肌をふんわり包み込み、しっとりとけこむように均一にフィッ

ト。シルクのようになめらかな肌質感を叶えます。 

- メイクアップシナジャイジング処方 

- 光透過フィット EX 

- ヒアルロン酸【保湿】 

○ きめ細かくやわらかなパフが、繊細なパウダーを肌へと均一にひろげ、透き通るよう

に輝く上質な肌に仕上げます。 

○ 天然ローズエッセンスなどを調香した香り。 

○ ノンコメドジェニックテスト・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。） 

 

ダイヤモンドの輝きに着目し開発。 

繊細なパウダーが肌に溶け込むようにフィットし、肌色と調和して、 

透き通るように輝く上質な肌を実現するトリートメントフェイスパウダーです。 

 

 

 



 

 
 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

パフ 

（プードルトランスパラント）ｎ 

1,320円 

（税抜 1,200円） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 粉含みがよく、適度な弾力がありながらもやわらかな肌あたりです。 

 

○ パウダータイプの製品を、薄く均一に肌に密着させ、自然ながら肌悩みの気に

ならない美しい仕上がりへと導きます。 

 

○ 織物の街、京都西陣地区の匠の技が活きるパフです。昔ながらのシャトル織

機を使用し、職人が手をかけて丁寧に仕上げることで、耐久性が高く、包み込

むようなやわらかさと粉含みの良さの生地を創り上げました。洗濯してもへたら

ずおろしたての風合い・品質を保つことに加え、肌あたりを良くするソフト成分を

練り込むことで、やわらかい肌あたりを実現しています。 

 

きめ細かくやわらかな肌あたりで、 

繊細なパウダーを肌へと均一にひろげ、 

透き通るように輝く上質な肌に仕上げるパフ 

 



 

 
 

 
 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

パンソー（プードル） 

8,250円 

（税抜 7,500円） 

 

 

 

 

 

 

 

卓越した手応え 

パウダータイプの製品を、薄く均一に肌に密着させ、自然ながら肌悩みの気にならな

い美しい仕上がりへと導きます。 

 

知性を結集させた技術 

熊野の伝統技術を用いた製法と、メイクアップアーティストの監修により、プロのような

美しい仕上がりを簡単に叶える高機能ブラシを実現しました。 

 

肌に応える歓び 

シルクのようになめらかな繊維を使用することで、肌状態を気にせず、繊細な肌にも

心地よくフェースパウダーを広げることができます。 

 

<ご使用法> 

⚫ ブラシで中網をやさしく押さえるようにして、ブラシの内側までしっかりパウダーを

含ませます。 

⚫ ブラシから余分なパウダーを落とし、ブラシの毛を寝かせるように肌に当て、顔の

中心から外側に向かって軽く動かしながら滑らせるようにして塗布します。 

⚫ さらにカバー力を高めたい、しっかりと仕上げたい場合は、ブラシを立てて、頬や

額などにトントンとパウダーをおいてから、大きく円を描くようにブラシを動かしなが

ら、しっかりとパウダーをなじませます。 

⚫ 小鼻や口角などの細かい部分は、ブラシを立てて、先端部分を肌にフィットさせ

ながら塗布します。 

 

<お手入れ法> 

◆ ご使用後はティッシュペーパーなどでブラシに残っているフェースパウダーを拭き取

ってから専用ケースにおさめてください。 

◆ ブラシが汚れたときは、クレ・ド・ポー ボーテ ソワンネトワイヤンパンソー（ブラ

シクリーナー）をお使いいただくか、ぬるま湯に中性洗剤を薄くとかして軽く振り

洗いをし、洗剤が残らないように十分にすすいだ後、乾いたタオルやティッシュペ

ーパーにブラシ表面を沿わせながら何度かトントンと押しあてて水気をよく拭き

取ります。その後、ブラシを横にし、風通しのよい日かげで完全に乾かしてから

お使いください。 

 

 ■クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト http://www.cledepeau-beaute.com/jp/ 

 

シルクのようになめらかな肌あたりで、 

パウダーをふんわりと均一に密着させ、 

簡単にプロのように美しく、 

輝く仕上がりに導く高機能パウダーブラシです。 

 

http://www.cledepeau-beaute.com/jp/

