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“片眉 10 秒”簡単・上質キレイを叶えるグレイシィから
今どき自然なふんわり眉をつくる簡単アイブロウ登場
～2021 年 10 月 21 日（木）発売～
資生堂のセルフメイクブランド「グレイシィ」は、1 本でぼかしも眉尻も上質キレイに描ける「グレイシィ チップ
オン パウダーアイブロウ」【全 1 品目 3 品種 参考小売価格 900 円（税込 990 円）* 】と、指でひと塗り、上
質なグラデーションが叶う「グレイシィ 指塗りグラデ アイシャドウ」【全 1 品目 6 品種 参考小売価格 850
円（税込 935 円）＊】を、2021 年 10 月 21 日より発売します。
*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）

◆長引くマスク生活により、目もとのメイクの重要性が高まる中で、最も重視しているのは眉のメイク
◆外出機会の減少により、メイクは簡単・シンプルに短時間で仕上げたいニーズが拡大
◆「グレイシィ チップオン パウダーアイブロウ」は、片眉 10 秒でササっと仕上がるチップ形状のアイブロウ
◆「グレイシィ 指塗りグラデ アイシャドウ」は、片目 5 秒で自然なグラデが作れる指塗りアイシャドウ

【グレイシィ ミューズ菅野美穂さんの広告ビジュアル】 【グレイシィ チップオン パウダーアイブロウ】

【グレイシィ 指塗りグラデ アイシャドウ】

【商品一覧】
商品名
グレイシィ
チップオン パウダーアイブロウ
グレイシィ
指塗りグラデ アイシャドウ
インテグレート グレイシィ
プレミアムパクト 特製セット Ⅳ
【数量限定品】
インテグレート グレイシィ
モイストパクト EX 特製セット Ⅱ
【数量限定品】

全 4 品目 13 品種
分類

容量

品種・色数

アイブロウ

2ｇ

3色

アイシャドウ

2.2ｇ

6種

ファンデ―ション

8.5ｇ

2種

ファンデーション

11g

2種

参考小売価格
900 円
（税込 990 円）
850 円
（税込 935 円）
1,900 円
（税込 2,090 円）
1,000 円
（税込 1,100 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。

発売背景と商品特長
マスク生活が続き、目もとのメイクの重要性が高まる中で、最も重視しているのが眉のメイク※1。一方で、仕
事・家事・育児など多忙な毎日を過ごす大人の女性たちが、メイクに時間がかけられず、最もメイクで簡単にな
ると嬉しいのも「眉のメイク」であると回答※2。また、コロナ禍になり、以前よりメイクする時間が短くなっていること
に着目。※3
あわただしい毎日の中、「たった 3 分で簡単・上質キレイを叶え、ハッピー＆スマイルで満たす」という価値を提
供しているグレイシィは、そのようなニーズを捉え、簡単に上質な仕上がりを約束するアイブロウとアイシャドウ
を発売します。
「グレイシィ チップオン パウダーアイブロウ」は、先端が丸いチップ形状により、パウダーを薄く均一に塗布で
き、ぼかしもラインも簡単自在。また、ルース状のパウダーが眉毛と地肌に絡み、しっかり密着しふんわり感を
演出。しかも、落ちにくいウォータープルーフタイプ。ささっと描いても失敗しにくい、テクニックフリーなアイブロウ
です。
また、「グレイシィ 指塗りグラデ アイシャドウ」は、2 色を指にとってまぶたの上で往復するだけで、簡単に自然
な濃淡のグラデーションがつくれ、立体感のある目もとが完成するアイシャドウです。
※1．2．3 「コロナ生活前後におけるメーキャップに関する WEB 意識調査 21 年 5 月、40～70 代女性 350 人 資生堂調べ

＜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

グレイシィ
パッと上質 自然なふんわり眉
ぼかしも眉尻も簡単・キレイ
自然なふんわり眉が 1 日中続く、
ペンシルチップタイプのパウダーアイブロウ

チップオン パウダーアイブロウ
＜アイブロウ＞
2g 3 色
900 円（税込 990 円）

〇汗・水に強いウォータープルーフ処方、皮脂に強いスマッジプルー
フ処方です。
〇簡単に、ぼかしたような自然なラインが描ける先端が丸形のチップ
採用です。
○化粧もち(薄れにくく、色もちに優れる）効果が持続します。
化粧もち 10 時間持続データ取得済み(当社調べ・効果には個人差
があります)
〇美容オイル（アルガンオイル）配合（保湿）
【色調】

〇無香料
●片眉 10 秒！自然なふんわり眉の描き方

グレイシィ
指塗りグラデ アイシャドウ

指でひと塗り、上質なグラデーション
光発色で顔までパッと明るく
立体感アイシャドウ

＜アイシャドウ＞
2.2g 6 種
850 円（税込 935 円）

〇粉っぽさがなく、なめらかに指で広がるシルク仕立てです。
○化粧もち(色もち、薄れにくく、くすみにくい）効果が持続します。
化粧もち 10 時間持続データ取得済み（当社調べ・効果には個人差
があります)
〇美容オイル（アルガンオイル）配合（保湿）
〇無香料
●片目 5 秒！簡単グラデーションの作り方
【色調】

インテグレート グレイシィ
プレミアムパクト 特製セット Ⅳ

〇パッと顔色をアップするパウダリーファンデーションのレフィルと
パクトケースとスポンジが入ったお得な限定 3 点セットです。

【数量限定品】
＜ファンデーション＞
8.5g 2 色
1,900 円（税込 2,090 円）
※スポンジ付き

「生感シルキー発光パウダー」×「美容オイル」が
心地よくなめらかにのびて肌に密着。
ひと塗りで、厚塗り感のない明るい
つやはり肌が続くパウダリーファンデーション

SPF25・PA＋＋
生感シルク仕立て
生感シルキー発光パウダー

アルガンオイル（保湿）

うるおい複合成分※4

○心地よくなめらかに広がり、忙しい朝でも、パッと顔色をアップ
させ、はりとつやのある明るい仕上がりです。
〇くすみや毛穴、小じわ、はりのなさなどの肌悩みを、厚塗り感なく
キレイにカバーします。
〇乾燥しがちな肌を W で保湿ケア（アルガンオイル・うるおい複合
成分※4）
〇化粧もち(くすみにくく、薄れにくい）効果が持続します。
化粧もち 10 時間持続データ取得済み(当社調べ・効果には個人差
【色調】

があります)

オークル 10

〇水なし使用タイプ・1 年中使える・無香料

オークル 20

※4 ヒアルロン酸 Na、グリセリン、ケイ酸(Li/Mg/Na)

インテグレート グレイシィ
モイストパクト EX 特製セットⅡ

なめらか密着
保湿パウダリー
モイストパクト EX

【数量限定品】
＜ファンデーション＞
11g 2 色
※スポンジ付き
SPF22・PA＋＋
1,000 円（税込 1,100 円）

〇モイストパクト EX（レフィル）とコンパクトケースとスポンジの 3 点
セットが入ったお得な限定 3 点セットです。
〇美つやカバーで、小じわ・くすみ・毛穴をカバーします。
〇大人の乾燥しがちな肌にも、なめらかにフィットし、化粧もち効果が
持続します。
〇水なし使用タイプ・1 年中使える・無香料

【色調】
オークル 10
オークル 20
■グレイシィ ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/ieg/※新製品情報は 21 年 10 月 21 日より公開予定

