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好きな色とブラウンを組み合わせて運命のパレット完成！
マキアージュから「カスタマイズアイカラー」登場
～2021 年 11 月 21 日（日）発売～
資生堂は、トータルメイクアップブランド「マキアージュ」から、ショコラを選ぶように、好きな色、旬な色、質感を
楽しみながら自分だけの運命のパレットがつくれる「マキアージュ ドラマティックアイカラー」ほか【全 4 品目 27
品種：参考小売価格 350 円（税込 385 円）～900 円（税込 990 円）】を、2021 年 11 月 21 日（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）

◆「マキアージュ ドラマティックアイカラー」は、ショコラを選ぶように、好きな色、旬な色、質感を楽しみながらカ
スタマイズできるアイカラーです。好きな色とブラウンを組み合わせることで、自然に大きく、惹きつける目もと
を叶える、自分だけの運命のパレットが完成します。
発売背景・商品特長
マキアージュでは、単色アイカラーユーザーの約 80％が他のカラ
ーと組み合わせて使用している※という生活者のメイク習慣に着目
し、好きな色を自由に組み合わせて自分だけの運命のパレットがつ
くれる「マキアージュ ドラマティックアイカラー」を発売します。
瞳の色になじんで自然に大きな目もとに見せる「運命のブラウン
カラー」、どんな色の組み合わせでもなじむ「なめらかクリアカラー」、
重ねるアイカラーの発色・色もちがアップする「長時間色もち持続ベ
ース」、まぶたや涙袋に重ねてキラめきアクセントを演出する「透明
感のある輝きラメカラー」から組み合わせて、自分だけのパレットが
つくれます。また、ドラマティックアイカラーを 4 色までセットできる「マ
マキアージュ ドラマティックアイカラー

キアージュ カスタマイズケース」と、カスタマイズケースにセット可
能な「マキアージュ チップ＆ブラシ Ｎ」を同時に発売します。
※当社調べ（web 調査, 2020/7 アイシャドウ n=240 20∼59 歳女性）

【商品一覧】

※商品名に（パウダー）（クリーム） を加筆し、品目数を修正しました。（2021/10/26）

商品名
マキアージュ
ドラマティックアイカラー
（パウダー）
マキアージュ
ドラマティックアイカラー
（クリーム）

全 4 品目 27 品種

分類

容量

品種・色数

価格

アイシャドウ

(運命のブラウン・なめらかクリアカラー) 1g
(透明感のある輝きラメカラー) 0.8 g
(ローズスターダスト) 0.6 g

21 色
(うち限定 3 色)

900 円
(税込 990 円)

アイシャドウ

(長時間色もち持続ベース) 0.8g

4色
(うち限定 1 色)

900 円
(税込 990 円)

マキアージュ
カスタマイズケース

化粧用具

―

1種

700 円
(税込 770 円)

マキアージュ
チップ＆ブラシ Ｎ

化粧用具

―

1種

350 円
（税込 385 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「マキアージュお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-456-226」でお受けしています。

資生堂パーラー コラボレーション企画
「マキアージュ ドラマティックアイカラー」の発売を記念して、資生堂パーラーとコラボレーションした「マキア
ージュショコラ」を、資生堂パーラー公式オンラインショップと資生堂パーラー 銀座本店ショップ（中央区銀座 88-3）で 11 月 21 日（日）より限定発売します。ドラマティックアイカラーをイメージした「スノーボール」、「ミントショ
コラ」、「クリームミルクティ」、「キャラメルガナッシュ」、「ラズベリー」計 5 粒のショコラをお楽しみいただけます。
詳細は、10 月 8 日 14 時配信の資生堂パーラーのニュースリリース(https://parlour.shiseido.co.jp/news/)をご
確認ください。

スマートフォン・iPad 専用コンテンツ『ＥＹＥ ＣＯＬＯＲ ＰＬＡＹＥＲ』
「マキアージュ ドラマティックアイカラー」の発売に合わせ、デジタル上でアイカラーを自由に組み合わせて自分
だけのパレットと音楽をつくって楽しめるコンテンツ『ＥＹＥ ＣＯＬＯＲ ＰＬＡＹＥＲ』を、10 月 21 日(木)に公開します。
全 25 色のアイカラーそれぞれに音色がついており、色を組み合わせる楽しさを音楽で疑似体験しながらパレッ
トにセットする 4 色を選ぶことで、自分だけの音楽をつくることができ、つくったパレット・音楽はメッセージを添えて、
友達や家族に送ることもできます。

【商品概要】

*価格は参考小売価格です。（店舗によって価格が異なる場合があります）

商品名・容量・価格

商品特長

マキアージュ
ドラマティックアイカラー （パウダー）
＜アイシャドウ＞
21 色(うち限定 3 色)
－運命のブラウン
－なめらかクリアカラー
－透明感のある輝きラメカラー
各 900 円(税込 990 円)

好きな色×運命のブラウンで自然に大きく、惹きつける目もとに
「カスタマイズアイカラー」

○ショコラを選ぶように、好きな色、旬な色、質感を楽しみながらカスタマ
イズできるアイカラーです。好きな色とブラウンを組み合わせることで、
自然に大きく、惹きつける目もとを叶える、自分だけの運命のパレットが
完成します。
○「マキアージュ カスタマイズケース」(別売り)にセットできます。

マキアージュ
ドラマティックアイカラー （クリーム）
＜アイシャドウ＞
4 色(うち限定 1 色)
－長時間色もち持続ベース
各 900 円(税込 990 円)

○運命のブラウンカラー(5 色)
ダークカラーなのに仕上がりが重たくならない、瞳と同じようにうるんだ
輝きと目が大きくみえる運命のブラウンカラーです。
「運命のブラウン」とは…瞳の色研究から生まれたアイシャドウです。
瞳の色に合わせたアイシャドウが瞳に溶けこむように同化し、目を自然
に大きく見せることができます。
○なめらかクリアカラー(12 色、うち限定 2 色)
どんな色を重ねても溶け合うようになじんで目もとを明るくみせながら、ク
リアな発色が続くなめらかクリアカラーです。
○透明感のある輝きラメカラー(4 色、うち限定 1 色)
まぶたの中央や涙袋に重ねてきらめく目もとに、透明感のある輝きラメカ
ラーです。
○長時間色もち持続アイベース(4 色、うち限定 1 色)
次に重ねるアイシャドウの発色・色もちがアップするアイベースです。

※ケースとチップは別売りです。

＜使用法＞
●スライドさせて開けてください。
●指先またはお手持ちのチップにとってご使用ください。
＜ご注意＞
◇目に入った場合は、こすらずに、すぐ洗い流してください。目に異物感が
残る場合は、眼科医に相談ください。
◇落下などの衝撃により、割れることがありますのでご注意ください。
◇日のあたるところや高温・多湿のところに置かないでください。
◇アイベースが指やチップを介して粉末のアイシャドウに触れると、アイシ
ャドウの表面が固くなり付きにくくなる場合があります。

【色調】
＜運命のブラウンカラー＞

ＯＲ531
ショコラオランジュ

ＢＲ533
ＲＤ532
カシスボンボン キャラメルガナッシュ

ＢＲ634
モカトリュフ

ＢＲ635
ショコラノワール

ＢＲ313
マロンロシェ
(パール)

ＰＫ214
フレーズオレ
(パール)

<なめらかクリアカラー>

ＯＲ210
ピーチシロップ
(パール)

ＧＲ111
ミントショコラ
(パール)

ＯＲ415
ハピネスマンゴー
(パール)

ＶＩ316
プラムキス
(パール)

ＢＥ212
クリームミルクティ
(パール)

ＢＥ317
ＲＤ518
フロマージュガナッシュ ブリックショコラ
(マット)
(マット)

ＲＳ319
ルビーカカオ
(マット)

<長時間色もち持続ベース>

ＷＴ901
スノーボール

ＰＫ102
ピーチプラリネ

ＧＤ803
アンバーカラメル

<透明感のある輝きラメカラー>

ＳＶ841
ＰＫ142
ダイヤモンドシュガー バニラシュガー

ＧＤ843
ブラウンシュガー

◆限定カラー
「ＡＳＴＲＡＬ」(天体の世界観)をテーマに、2021 年秋冬～2022 年春夏のトレ
ンドカラーを取り入れた限定色 4 色です。
<なめらかクリアカラー>

月明かりのようにきらめく
ＹＥ252
ムーンライトシュガー
(パール)

幻想的にきらめく
ＢＬ253
ブループラネットミルク
(パール)

(パール)

<長時間色もち持続ベース>

暖かい陽だまりのような
ＯＲ151
サニージュレ

マキアージュ
カスタマイズケース
1種
700 円(税込 770 円)

<透明感のある輝きラメカラー>

流れ星のように輝く
ＲＳ154
ローズスターダスト

自分だけのパレットがつくれるカスタマイズケース

○ショコラを選ぶように、好きな色、旬な色、質感を楽しみながら自分だけ
のパレットを完成することができます。
○薄型軽量のコンパクトで、持ち運びにも最適です。

※アイシャドウは付属していません。

＜セット方法＞
「マキアージュ ドラマティックアイカラー」のハードカバーを外し、中皿をケ
ースにセットして添付の透明フィルムをのせてお使いください。
A・B にセットする場合
●図のように中皿の下側を中央の仕切りに合わせながら、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。

C・D にセットする場合
●図のように中皿の上側を中央の仕切りに合わせながら、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。

＜取り出し方法＞
●コインなどを★部分の中皿側面の溝にあて、中央の仕切り方向へ押しな
がら上にあげてください。
＜ご注意＞
◇中皿をセットしたり、取り出す際には、中味を削らないようご注意くださ
い。
◇「チップ＆ブラシ Ｎ」(別売り)をセットしてお使いください。
◇落下などの衝撃には十分注意してください。
◇ケースがスムーズに開閉できなくなった場合は、新しいケースをお求めく
ださい。

マキアージュ
チップ＆ブラシ Ｎ
1種
350 円(税込 385 円)

高発色からグラデまで
目もと用チップ＆ブラシ N

○まぶたに優しいタッチで、アイシャドウをきれいに密着させるチップと、
アクセントカラーをラインのように描いたりラメカラーを下まぶたにフィッ
トしやすい、毛が短めでコシのあるブラシの、デュアルエンド仕様です。
○「マキアージュ カスタマイズケース」(別売り)にセットできます。
○ブラシはアイブロウ用としても使えます。
＜ご注意＞
◇このブラシは目もと専用です。唇には使用しないでください。
◇チップやブラシが汚れたときは、ぬるま湯に中性洗剤を薄くとかして軽く
押し洗いをし、洗剤が残らないように十分すすいだ後、水気をきり、日かげ
でよく乾かしてからお使いください。
◇使い心地や仕上がりが悪くなった場合は、新しい「マキアージュ チップ
＆ブラシ Ｎ」をお求めください。

■マキアージュ ブランドサイト https://maquillage.shiseido.co.jp/
■マキアージュ 公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ・Ｔｗｉｔｔｅｒ @maquillage_jp

