
 

―天空の光を宿すオリジナルジュエリーをまとったスペシャルエディション― 

クレ・ド・ポー ボーテ 40周年記念、 

プレミアムコレクション“ラディアントスカイ”登場 

 
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、ブランド誕生 40周年を記念し、ブランドを象

徴するアイテムにオリジナルジュエリーをまとわせた特別なコレクション “ラディアントスカイ”【全 2品 参考小売価格

176万円、71万 5,000円（ともに税込）】を各 2個ずつ数量限定で、2022年９月下旬に日本国内では伊

勢丹新宿店、阪急うめだ本店の 2店舗限定で発売*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） 

 

＊当数量限定品の販売方法は取扱店によって異なります。詳細はブランド公式特設サイトにてご案内予定です。取扱店への直接のお問い合わせは

お控えください。40周年プレミアムコレクション「ラディアントスカイ」特設サイト（2022年 9月 1日（木）公開予定）： 

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/the-premium-collection.html 
 

◆ フランス・パリのジュエラー、エリー・トップとのコラボレーションにより創り上げた、クレ・ド・ポー ボーテ 40周年記念

プレミアムコレクション。 

◆ 天空から地上を照らす輝きの源である太陽、おごそかな光をたたえる月から発想を得たジュエリーに、ブランドを

象徴するアイテム「ラ・クレーム」と、リップスティック「ルージュアレーブル」をそれぞれ収めた数量限定品。 

 

 
【クレ・ド・ポー ボーテ プレミアムコレクション “ラディアントスカイ”】 

【商品一覧】                                                                    全２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 ソレイユ ジョアイエ 

【数量限定】 
クリーム 30g ― 

1,760,000円 

（税抜 1,600,000円） 

クレ・ド・ポー ボーテ リューヌ ジョアイエール 

【数量限定】 
口紅 各 4g 4本セット 

715,000円 

（税抜 650,000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） 

2022-7 

株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 

 

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。 



プレミアム コレクション“ラディアントスカイ” 

“ラディアントスカイ”は、ブランド誕生から 40年に渡り、この上なくラグジュアリーなスキンケアとメイクアップを提案し

てきたクレ・ド・ポー ボーテが、フランス・パリのジュエラー、エリー・トップとのコラボレーションにより創り上げた 40周年記

念プレミアムコレクションです。天空から地上を照らす輝きの源である太陽と、おごそかな光をたたえる月から発想を得

たジュエリーに、ラ・クレームとリップスティックを収めた数量限定品です。エリー・トップは、生命のエネルギーを放ち明る

く輝く太陽と、やわらかな光をたたえる月といった対照的な天空の表情を象徴的に映し出すコレクションに関して「この

２つのエネルギーを融合させることこそ、無限の輝きを引き出すための鍵」と語ります。また「自らの手で描くことで、人

間と天体のつながりを感じることができる」というエリー・トップ自身の想いから、当コレクションは、スケッチの段階からす

べて手作業で進められました。 

プレミアムコレクション“ラディアントスカイ” は、天体を心の眼でとらえ、唯一無二の輝きをジュエリーへと昇華すると

いう新たな挑戦でもあり、クレ・ド・ポー ボーテの象徴であるラ・クレームとルージュアレーブルの輝きをより高みへと引

き上げ“自ら輝き続けるための鍵”となるコレクションです。 

 

ソレイユ ジョアイエ “まばゆく輝く太陽の宝石” 

 

ソレイユ ジョアイエは、天空から地上を照らす太陽と、肌に

輝きを与えるラ・クレームのそれぞれ２つの輝きを象徴していま

す。エリー・トップは、18金ゴールドのヴェルメイユとシルバー

925 を組み合わせることで、芸術的な「ラ・ボワットアビジュプラ

ネット （惑星の宝石箱）」を創り出しました。その中から現

れるのは、神々しいほどの輝きをたたえたラ・クレームです。 

時間と手間を惜しまずに作り出されたこのクリームは、肌をこ

の上なくなめらかにし若々しい輝きへと導きます。クレ・ド・ポー 

ボーテは、至高の美しさを手にするために欠かせないのは、輝

きを解き放つことと提案しており、エリー・トップは「ラ・クレームを

厳重に守り抜かれた宝物に見立て、その秘密を解き明かすよ

うな仕掛けを考えた」と語ります。ソレイユ ジョアイエを飾る「ル パンダンティフ ソレイユ（太陽のペンダント）」は、輝

きを解き放つ「秘密の鍵」を意味するもの。このペンダントでラ・ボワットアビジュプラネットの鍵を開くと、24金ゴールド

でコーティングされたラ・クレームが姿を現します。ジュエリーとしても使えるこのペンダントには、クレ・ド・ポー ボーテの

40年の歴史にちなみ、40個のダイヤモンドがちりばめられています。ラ・ボワットアビジュプラネットからラ・クレームを取

り出した後は、ジュエリーボックスとしてさまざまな用途にお使いいただけます。 

 

 

リューヌ ジョアイエール “おごそかな光を放つ月” 

 

クレ・ド・ポー ボーテ40周年を記念するリップスティックコ

レクションは、神秘的な月の光をイメージしたリューヌ ジョア

イエールです。ルージュアレーブルのケースは、24金ゴールド

でコーティングされ、メイクアップをより美しく仕上げるための

両面鏡「ル ミロワール リューヌ」は、ダイヤモンドのスタッズ

が天面にあしらわれています。 

 



リューヌ ジョアイエールには、4色のルージュアレーブル

（レフィル）が収められています。ダイヤモンドの輝きに着

想を得て、メイクアップとスキンケアが融合した独自の光

技術、ライトエンパワリングエンハンサーを配合したルージ

ュアレーブルは、唇をこの上なくなめらかにし、鮮やかな輝

きで彩り、まるで月明かりに照らされたような神秘的な美

しさを帯びた口もとを演出します。 

 

 

 

 

コラボレーションクリエイター 

 

 Elie Top / エリー・トップ 

 

エリー・トップは20歳のとき、ファッションデザイナーのイブ・サン=ローランのもと

でキャリアをスタートさせました。その 2年後にイブ・サンローランブランドの社長ア

ルベール・エルバスから、ハイジュエリーコレクション制作に抜擢され、その後、ラン

バンとの 10年に及ぶコラボレーションを経て、自らの名を冠したハイジュエリーブ

ランド「エリー・トップ」を設立。エリー・トップのジュエリーは、ニューヨークタイムズや

フィナンシャルタイムズなど数々のメディアで取り上げられ、大きな反響を呼びま

した。 

 

 

 

クレ・ド・ポー ボーテについて 

 資生堂初のグローバルラグジュアリーブランドとして、クレ・ド・ポー ボーテは 1982年に誕生しました。「クレ・ド・ポー 

ボーテ」とは肌の美しさへの鍵という意味。ラグジュアリーとサイエンスを極めたこのブランドの信条は、世界中の女性た

ちの輝く力を解き放つことです。モダンで魅惑的、ダイナミックな効果を持つ商品は世界の 23の国と地域で販売され

ています。 

 

〇クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト ：https://www.cledepeau-beaute.com/jp/ 

〇40周年プレミアムコレクション「ラディアントスカイ」特設サイト＊（2022年 9月 1日公開予定）： 

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/the-premium-collection.html 

＊各取扱店での詳細の販売方法などは当特設ページにて 9月 1日よりご案内予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ソレイユ ジョアイエ 

 

1,760,000円 

(税抜 1,600,000円) 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ラ・クレーム 

（医薬部外品） 

クリーム 30g 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ラ・ボワットアビジュプラネット 

（ジュエリーボックス） 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル パンダンティフ ソレイユ

（ジュエリーペンダント） 

 

数量２個限定発売 

 

 

 

 

 
 

 

 

*「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。 

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、独自のブレインスキン理論に基づき、「肌の知性」を先端サイエンスでサポートしま

す。 

 

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

（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、ＰＥＧ／ＰＰＧ

－１４／７ジメチルエーテル、トレハロース） 

乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守り、みずみずしくすこやかな輝きを引き出します。 

 

卓越した手応え 

○ こくのある贅沢な感触のクリームが、とろけるようななめらかさで肌に広がり、有効成分が角

層のすみずみまですばやく溶け込みます。 

○ 豊かなうるおいと、あふれだすようなはり・弾力をもたらします。 

○ みずみずしい生命感に満ちた、輝くような明るさと透明感を引き出します。 

○ 乾燥による小じわを目立たなくする※とともに、しなやかでふっくらとした肌へ整えます。 

※効能評価試験済み 

○ 使うたび、うるおいに満ちた若々しい印象があふれだし、輝かしい未来へ導きます。 

知性を結集させた技術と成分 

○ 美しさにつながる夜の肌サイクルを、何十年にもわたり研究。肌にはり・弾力をもたらす独

自のテクノロジーを開発しました。 

○ 何百種類もの候補の中から選び抜いた希少な酵母から、特殊な精製技術を用いて丁寧

に抽出したエキスなどを絶妙なバランスでブレンドしたセラファーメント（保湿）配合。 

（濃グリセリン、酵母エキス） 

○ 熟練の研究員による卓越した処方技術によって、様々な厳選成分を贅沢で心地よいテク

スチャーを保ちながら、安定的に配合。 

○ 薬用有効成分レチノール誘導体配合。 

○ 美白有効成分４MSK (4-メトキシサリチル酸カリウム塩) 配合。メラニンの生成を抑え、

シミ・ソバカスを防ぎます。 

肌に応える歓び 

○ 数多くの繊細な工程を通じてつくりあげる、こくがありながらべたつかない、贅沢な心地よさ

をもたらすクリーム。触れた瞬間とろけるようななめらかさで肌に広がり、使うたび肌へ歓びを

もたらします。 

○ 希少なランや天然ローズなどを調香した、清らかな優しさに満ちた、優美な香りです。 

○ 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。） 

 

 

 

 

「肌の知性*」を輝かせる。夜の肌メカニズムに着目し、 

唯一無二の輝きで満たすハイパフォーマンスクリームです。 

とろけるように肌へなじんで豊かなうるおいとはり・弾力をもたらし、 

若々しい印象があふれだす輝かしい未来へ導きます。 

【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。 



 

商品名・容量・価格 商品特長 

クレ・ド・ポー ボーテ 

リューヌ ジョアイエール 

<口紅> 

4本セット 各 4g 

 

715,000円 

(税抜 650,000円) 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル 

（レフィル） 

5 Camellia 

13 Positively Playful 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ルージュアレーブル マット 

（レフィル） 

103 Legend of Rouge 

111 High Achiever 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル ミロワール リューヌ 

（ジュエリーミラー） 

 

クレ・ド・ポー ボーテ 

ホルダー 

（ルージュアレーブル） 

 

数量 2個限定発売 

 

 

 
 

 

○ 鮮やかな輝きで彩り、まるで月明かりに照らされたような神秘的な美しさを宿したラグジュア

リールージュのコレクションです。 

○ 既存のルージュアレーブル & ルージュアレーブル マットからブランド誕生40周年にふさわし

い 4色を選びました。 

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 

○ 肌表面の輝きを操り、自然に輝くメイクアップ仕上がりを実現します。 

○ より多くの輝きを肌内部に取り込める肌状態へ導き、肌の内側に取り込んだ輝きを外へ放

ちます。 

卓越した手応え 

＜仕上がり・ラスティング＞ 

○ 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。 

- ライトエンパワリングエンハンサー、トランスルーセントピグメント EX 

○ 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。 

- トランスルーセントピグメント EX 

○ 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。 

- 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。 

 ＊103 のみ 

- レジェンドレッドピグメント 

○ 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。 

○ うるおいを与えることで肌をなめらかに整えるスキンケア成分、プレミアムアルガンオイル配合 

○ スキンケア成分配合 

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。 

- コンフォートフィットオイル 

○ 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です。 

（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。） 

 

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の特別なセットです。 

【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。 


