
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

―輝きをひとはけ、オパールの優美さを。― 

クレ・ド・ポー ボーテより、360度、表情まで美しく引き立てる 

ハイライティングパウダー誕生 
 

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、プレシャスオパールの輝きに着目した揺らめく

多彩な輝きで、透明感際立つつや肌を実現するハイライティングパウダーとリップ新10色【全23品 参考小売価格

1,100～9,350円（税込）】を、2022年 7月 21日（木）に全国一斉発売します。 

*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） 
 

◆ プレシャスオパールの輝きに着目して生まれた、表情を美しく際立たせるハイライティングパウダーです。 

◆ 内側から発光するような上品なつやが透明感と立体感を生み、肌まで美しく見せます。 

◆ 独自技術プレイオブカラーテクノロジーで 360度どこから見ても、目を惹きつける輝く肌を演出。 
 

 

 
【クレ・ド・ポー ボーテ ル・レオスールデクラ】 

【商品一覧】                                                       全 23品 

商品名 分類 容量 色数 参考小売価格（税込） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル・レオスールデクラ 
白粉 10g 6色 9,350円（税抜 8,500円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル・レオスールデクラ （レフィル） 
白粉 10g 6色 6,050円（税抜 5,500円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ブラシ （ル・レオスールデクラ） 
ブラシ ― ― 1,100円（税抜 1,000円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル 
口紅 4g 新色 6色 6,600円（税抜 6,000円） 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル マット 
口紅 4g 新色 4色 6,600円（税抜 6,000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 フリーダイヤル：0120－86－1982 でお受けしています。 

2022-6 

株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 

 



 

 
 

新技術 プレイオブカラーテクノロジー 

 レオスールデクラは魅力的な女性のいきいきとした表情がもつ目を惹きつける「動き」に着目し、「動く光が表情を引

き立てる」というコンセプトのもとに開発されました。2022年、新ル・レオスールデクラはプレシャスオパールの揺れ動く

輝き「プレイオブカラー（遊色効果）」に新たに着目し、新光技術プレイオブカラーテクノロジーを搭載。360度どこか

ら見ても目を惹きつける輝きを宿し、さらなる進化を遂げます。 

 

 

キー成分 プレシャスオパールパウダーの共同開発 

 プレイオブカラーテクノロジーは、キー成分プレシャスオパ

ールパウダーを配合することで実現した新たな光技術です。

クレ・ド・ポー ボーテはプレシャスオパールが持つ揺らめく多

彩な輝きを、パール剤で疑似的に表現するのではなく、宝

石の輝きそのものを新ル・レオスールデクラに宿すことが出

来ないかと考えました。プレシャスオパールはその緻密な粒

子構造から人工合成が非常に難しく、宝飾品レベルの高

品質な宝石を量産化しているのは世界で京セラ株式会

社（以下、京セラ）のみとなります。 

そこで今回、ファインセラミック開発事業で名高く、その独自技術を用いた合成宝石開発においても 45年以上の

歴史と、世界的に認められた高い品質基準を持つ京セラとの共創が実現しました。京セラと共にあしかけ 10年も

の共同開発期間を経て、宝石の揺らめく輝きはそのままに、合成オパール*を化粧品に初めて配合することに成功

しました。 

＊京セラと共同開発した京都オパールパウダー（タイプ） 

 

プレイオブカラーテクノロジーの効果 

プレイオブカラーテクノロジーはプレシャスオパールパウダーを配合することでどんな光でも取り入れ、肌の上で多彩な

揺れ動く輝きへと変換することで、360度どこから見ても目を惹きつける輝きを演出します。動く光が目を惹きつける

だけでなく、多彩な光が折り重なることでどんな肌色にも調和しながら透明感を生みます。更に 360度光を放つため、

どこから見ても上品で繊細なつや感を実現します。 

 

＜新配合のプレシャスオパールパウダーと一般的な板状パールとの違い＞ 

 

京セラ株式会社 無機オパール原石画像 



 

 
 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル・レオスールデクラ 

ケース・ブラシ付き 

＜フェイスカラー＞ 

10g 

9,350円（税抜 8,500円） 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル・レオスールデクラ（レフィル） 

＜フェイスカラー＞ 

10g 

6,050円（税抜 5,500円） 

 

全 6種 

 

インテンスタイプ（華やかな輝き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトタイプ（繊細な輝き） 

 

 

 
 

 

 

卓越した手応え 

○ 流れるような光が表情にいきいきとした躍動感を与え、誰をも魅了する華やかな印象を演出します。 

○ 肌の内側から発光するようなつやが、透明感と洗練された立体感を生み、肌を美しく輝かせます。 

○ 華やかな輝きのインテンスタイプ、繊細な輝きのソフトタイプ２質感の演出が楽しめます。 

○ 美しいつやのある仕上がりが長時間*続きます。 

＊12時間化粧持ち（ヨレ・薄れ・テカリ・くすみ）データ取得済み 

○ 使うたびに、美しく輝く肌に導きます。 

知性を結集させた技術と成分 

○ 独自技術プレイオブカラーテクノロジーを採用。どんな光でも多彩な輝きへと変え、360度どこから見

ても目を惹きつける輝きを演出します。 

○ 天然宝石が生まれる理想的な環境を再現し、丁寧に時間をかけて創り上げたプレシャスオパールパ

ウダー配合。天然宝石と同じ性質を持ち、多彩な揺れ動く光を放ちます。 

○ 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ダー（肌あれ防止）配合。（硫酸 Ba）。 

○ うるおいを与えることで肌をなめらかに整える本格的なスキンケア成分、プレミアムアルガンオイル（保

湿：アルガニアスピノサ核油）配合。 

肌に応える歓び 

○ ふんわりと広がりながらしっとりと贅沢な使い心地で、つやめくような輝きとずっと触れていたくなるような

肌質感に仕上げます。 

○ なめらかな肌あたりのブラシで、繊細なパウダーをふんわりと均一に塗布できます。 

○ 天然ローズオイル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。）  

＜ご使用法＞ 

○ メイクアップの最後にお使いください。 

○ ブラシにパウダー全体を混ぜるようにして適量とり、微笑んで、ほおの高い部分からほお骨にそって、輝

きを広げます。 

○ ブラシの先端に再度パウダーをとり、ほお骨の上からこめかみに向かって、さらに輝きを重ねます。 

○ ブロンザーとしてお使いいただく場合は、ほお骨のやや下からフェイスラインに向けてぼかし広げます。そ

の後、鼻筋に沿ってブラシをすべらせてください。 

○ 透明フィルムは捨てないでください。透明フィルムをおくことで鏡にパウダーがつかず、きれいに使うことが

できます。 

○ 使い心地や仕上がりが悪くなった場合は、別売りのクレ・ド・ポーボーテ ブラシ（ル・レオスールデク

ラ）をお求めください。 

○ 使い終わった後は、別売りのクレ・ド・ポーボーテ ル・レオスールデクラ（レフィル）をつけ替えてお使い

ください。 

 

プレシャスオパールの輝きに着目して生まれた、 

あなただけの表情を美しく際立たせるハイライティングパウダーです。 

動いているときも、静止した瞬間も、内側から光を放つように上品なつややかさで、 

360度から目を惹きつける、輝く印象へと導きます。 

【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。 

*17 セレスティアル スパークスは、現行#17の色調を踏襲しています。 

201  

トワイライト グロウ 

202  

ゴールデン ギャラクシー 

203  

サンセット ブリリアンス 

17*  

セレスティアル スパークス 

21  

デイブレイク シマー 

22  

シューティング スターズ 



 

 
 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ブラシ （ル・レオスールデクラ） 

1,100円（税抜 1,000円） 

 

 

○ 使いやすい形状・サイズはそのままに、なめらかで心地よい肌あたりの繊維を採用。 

○ 高級感のあるカラーコードを採用しながら、指紋が目立ちにくいゴールドを採用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈以下、余白〉 

クレ・ド・ポー ボーテ ル・レオスールデクラ専用のブラシです。 



 

 
 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル 

＜口紅＞ 

4g 

6,600円（税込） 

（税抜 6,000円） 

追加 6色 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテメイクアップ共通技術：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 

○ 唇を際立たせながらも肌と調和し、肌までも明るく輝いた印象に導きます。 

○ 見たままのにごりのない、強く鮮やかな色が個性を際立たせます。 

○ 繊細なつやとふっくらとした立体感のある生きいきとした唇を演出します。 

○ 輝く仕上がりが長時間持続。 

○ なめらかな心地よさが長時間持続。 

○ うるおいが持続。 

 

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。 

○ 鮮やかで高発色な仕上がりを叶えるトランスルーセントピグメント EX を配合。 

 

肌に応える歓び 

○ なめらかにのび広がる心地よいテクスチャーが唇にフィットします。 

○ 唇に心地よく触れることを計算しつくした優美な紅型デザインです。 

○ 天然ローズエッセンスなどを調香した香りです。 

○ 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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つややかに輝く仕上がり、なめらかな心地よさ、あふれるうるおい。 

贅沢な色と繊細なつやが生きいきとした唇を演出し、 

肌までも明るく輝かせるラグジュアリールージュです。 



 

 
 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル マット 

＜口紅＞ 

4g 

6,600円（税込） 

（税抜 6,000円） 

追加 4色 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテメイクアップ共通技術：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 

○ 唇を際立たせながらも肌と調和し、肌までも明るく輝いた印象に導きます。 

○ 見たままのにごりのない、強く鮮やかな色が個性を際立たせます。 

○ 柔らかくふっくらとした、しなやかな唇を演出します。 

○ なめらかな質感が深みのある鮮やかな赤を際立たせ、自信に満ちた表情へと導きます。 

○ 輝く仕上がりが長時間持続。 

○ なめらかな心地よさが長時間持続。 

○ うるおいが持続。 

 

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。 

○ 鮮やかで高発色な仕上がりを叶えるトランスルーセントピグメント EX を配合。 

 

肌に応える歓び 

○ 軽やかに伸び広がる心地よいテクスチャーが唇にフィットします。 

○ 唇に心地よく触れることを計算しつくした優美な紅型デザインです。 

○ 天然ローズエッセンスなどを調香した香りです。 

○ 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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

光を纏ったマットな仕上がり、軽やかな心地よさ、あふれるうるおい。 

贅沢な色と上質な質感がしなやかな唇を演出し、 

肌までも明るく輝かせるラグジュアリールージュです。 

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

