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～面で輝く、線で艶めく、表情美きわだつ～

『コスメデコルテ』から「新ポイントメイクアップ」デビュー
株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 一俊）は、ハイプレステージブランド『コ
スメデコルテ』より、新たに「コスメデコルテ ポイントメイクアップ」を発売します。輝きをまとい、気品に満ちた、
表情美を創造するポイントメイクアップ（25品目147品種/税抜500円～5,500円）を、2018年2月16日より全国
の百貨店と化粧品専門店で販売します。海外でも順次販売を開始します。

デザインについて
ピンクゴールドとブラックを
基調とし、コスメデコルテが
大切にしてきた“高級感・華
やかさ･女性らしさ”を表現。
幸せな気持ちで心地よく使
用できるよう、手にした時の
フィット感や、容器の開閉時
の感触にこだわりました。

「コスメデコルテ ポイントメイクアップ」は、見る人の記憶に残る、表情美を引き出すポイントメイクアップ
です。新開発「ヴァチュリアスパウダー」※1 を配合し、光・影・透明感をコントロールし、骨格に沿って自然なツ
ヤを与えることで “輝きのグラデーション”を実現します。肌の透明感を高め、頬や額などの広い面は明るく、
丸みのある目もと・口もとには自然な陰影をあたえることで、メリハリのある立体感を演出します。「光と影」・「色
と艶」のグラデーションが、その人本来の表情を際立たせ、外見の美しさにとどまらない、知性や品格といった
内面からにじみ出る“自分らしい美しさ”を叶えます。透明感あふれるフルーティグリーンフローラルタイプの
香りです。
※1 Virturious(ヴァチュリアス)：崇高な、美徳の
ヴァチュリアスパウダー：素肌の質感に近く、素肌の状態よりもより透明感のある明るい仕上がりを演出します。
ネイルエナメル リムーバーとメイクアップ リムーバーを除く

メインアイテムの「コスメデコルテ ディップイン グロウ」は触れた瞬間、肌の温度でとろける新質感のクリー
ムベースのマルチハイライターです。指先にとり、頬骨の高い位置・Ｔゾーン・あご先・上唇の上にのせてなじ
ませると自然な立体感が生まれ、スキンケアをした直後のようにハリと潤いに満ちた自然な艶のある肌を演出
します。
「コスメデコルテ ポイントメイクアップ」はカウンセリングを通じ、それぞれの年齢の肌を前向きにとらえ、ひ
とり一人にひとつ一つの美しさを提案をすることで、ブランドユーザーの拡大を図ります。

『コスメデコルテ』について
1970 年にデビューした、当社の持つ最先端技術の粋を集めた高付加価値ブランドです。カウンセリング販
売を行う百貨店・化粧品専門店を中心に、国内外の限定された店舗で展開し、専任のアドバイザーによる肌
診断と、きめ細かなスキンケアアドバイスを特長としています。『コスメデコルテ』はコーセーの重点グローバル
ブランドの 1 つとして、日本を含む、世界 12 の国と地域（中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、マレ
ーシア、イギリス、イタリア、アメリカ、カナダ）で展開※2 しています。最近では、2017 年 10 月 30 日に、イギリス
の高級老舗百貨店のセルフリッジス（Ｓｅｌｆｒｉｄｇｅｓ）での取り扱いをはじめました。
※2 2017 年 11 月 30 日現在

◇コスメデコルテ ブランドサイト ： http://www.cosmedecorte.com/
◇「美トリビア」 ： http://cosmedecorte.brandtalk.jp/
メイクシミュレーターについて
店頭ではiPadを使用し、新ポイントメイクアップ専用アプリ「メイクシミュレーター」を使用したメイクカウンセリ
ングを行います。お客さまのニーズに応じて2つのモードから選択でき、4つの質問項目からお客さまに最適
な色を選ぶ「自分に似合うカラーを選ぶ」モードと、お客さまが興味のあるアイテムと色を自由に試すことがで
きる「自分が気になる色を試す」モードがあります。

2018 年 2 月 16 日発売
『コスメデコルテ ポイントメイクアップ』 （25 品目 147 品種）
商品名･色数・価格(税抜)・特長

コスメデコルテ ディップイン グロウ
1 色 3,500 円

コスメデコルテ アイグロウ ジェム
30 色 各 2,700 円

メルティタッチで、ハリのある潤い艶。新質感のマルチハ
イライター。新感触のとろける感触で肌に溶け込み、うる
おいとハリに満ちた上質なツヤを演出します。
※パラベンフリー

指先で叶える、流れる輝き。目もときらめく濡れ艶アイ
カラー。色と艶のコントラストで、重ねるほど立体感が
際立ちます。
※パラベンフリー

コスメデコルテ ザ ルージュ
20 色 各 3,500 円

コスメデコルテ クリ－ム ブラッシュ
8 色 各 3,500 円

とろけて、とけこむ、輝く発色。肌を美しく魅せる、濡れ
艶ルージュ。極上の塗り心地とクリアな発色で、ふっくら
と艶めくハリのある印象の唇を演出します。
※パラベンフリー

しっとり艶めく、ハリ・血色感。透明感に包まれる新感
触クリームチーク。アイグロウジェムの応用技術で叶え
た弾力感のある感触で、肌に溶け込むようになじみま
す。※パラベンフリー

コスメデコルテ パウダー ブラッシュ
8 色 各 5,000 円/（レフィル）各 3,000 円

コスメデコルテ コントゥアリング アイシャドウ
5 種 各 5,500 円

（別売り） コスメデコルテ フェイスブラシ 600 円

ふんわり軽やか、シルキーな艶めき。なめらかに溶け込
むクリアな発色のパウダーチーク。肌に溶け込むように
なじみ、素肌までも美しく演出します。
※パラベンフリー

(別売り) コスメデコルテ

アイシャドウ チップ

500 円

（別売り） コスメデコルテ アイシャドウ ブラシ

500 円

4 つの質感で操る、光と影の鮮やかな立体感。流れる
輝きで魅惑のまなざしをつくるアイカラー。薄膜であり
ながらしっかりと発色します。 ※パラベンフリー

商品名･色数・価格(税抜)・特長

コスメデコルテ コントゥアリング パウダーアイブロウ
2 種 各 4,500 円
顔立ち引き立たつ、ノーズシャドウ＆アイブロウパウダ
ー。理想的な骨格に整えるコントゥアリングパレット。自
然で立体的な眉を演出します。
※ウォータープルーフタイプ

コスメデコルテ ペンシル アイブロウ
4 色 各 3,500 円/(レフィル)各 2,000 円
するすると軽いタッチで、眉尻まで繊細に描ける繰り
出しタイプのペンシルアイブロウ。にじみにくくフォル
ムの整った美しい眉を演出します。
※パラベンフリー

コスメデコルテ ロングラッシュ マスカラ
2 色 各 3,500 円

コスメデコルテ ボリュームアップ マスカラ
2 色 各 3,500 円

ナチュラルに長く、しなやかにカールキープ。上品な目
もとを演出するロングマスカラ。美しいロング効果により、
上品な印象の目もとを演出します。
※お湯で落とせるタイプ

毛先まで美しくボリューム＆カールアップ。華やかな
目もとを演出するボリュームマスカラ。まつ毛を均一に
太く濃くすることで増毛感のある華やかな印象の目も
とを演出します。※お湯で落とせるタイプ

コスメデコルテ スタイリング リキッドアイライナー
2 色 各 3,000 円/（レフィル）1,200 円
ひと塗りで、くっきり艶めく濃密発色。印象的な瞳に
魅せるリキッドアイライナー。思いのままに太さを調整

コスメデコルテ ラスティング ジェルアイライナー
5 色 各 3,500 円/(レフィル)各 2,000 円

できるノック式・筆ペンタイプ。

まつ毛の際も、曲線も、思いのまま。艶感あふれる瞳
に描く細芯ジェルアイライナー。
※パラベンフリー ※ウォータープルーフタイプ

商品名･色数/容量・価格(税抜)・特長

コスメデコルテ リップライナー
7 色 各 3,500 円/（レフィル）各 2,000 円
艶高く、鮮やかな発色。なめらかタッチで理想のライン
がにじまず描けるリップライナー。
※パラベンフリー

コスメデコルテ ネイルエナメル
19 色 ７ｍL 各 2,000 円
酸素透過性樹脂を配合。軽くやさしい塗り心地で、上
品な艶、鮮やかな発色が続くﾈｲﾙエナメル。
※パラベンフリー ※トルエンフリー

コスメデコルテ ベース＆トップコート
7ｍL 2,500 円

コスメデコルテ ネイルエナメル リムーバー
100ｍL 1,800 円

酸素透過性樹脂を配合。深みのある艶めきをかなえる、
美容液発想のベース＆トップコート。
※パラベンフリー ※トルエンフリー

保湿成分を配合し、爪や皮膚に負担感なくカラーオ
フ。艶やかさを保つエナメルリムーバー。
※パラベンフリー ※アセトンフリー

コスメデコルテ

アイ＆リップ メイクアップ リムーバー
100ｍL 1,800 円
ウォータープルーフのアイメイクも、落ちにくい口紅もし
っかりオフ。ジェルタイプのメイクアップリムーバー。
※アレルギーテスト済み（すべ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。）
※商品特性に応じて輝きをコントロールヴァチュリアスパウダー・ヴァチュリアス成分を配合。
（オキシ塩化ビスマス・マイカ・酸化チタンを配合）
･コスメデコルテ

ディップイン グロウ

・コスメデコルテ

アイグロウ ジェム

･コスメデコルテ

コントゥアリング アイシャドウ

（オキシ塩化ビスマスを配合）
・コスメデコルテ

ザ ルージュ

・コスメデコルテ

クリ－ム ブラッシュ

・コスメデコルテ

パウダー ブラッシュ

・コスメデコルテ

コントゥアリング パウダーアイブロウ

・コスメデコルテ

ペンシル アイブロウ

・コスメデコルテ

ロングラッシュ マスカラ

・コスメデコルテ

ボリュームアップ マスカラ

・コスメデコルテ スタイリング リキッドアイライナー
・コスメデコルテ

ラスティング ジェルアイライナー

・コスメデコルテ

リップライナー

アイテム別バチュリアス成分
（シメチコンを配合）
・コスメデコルテ

ネイルエナメル

・コスメデコルテ

ベース＆トップコート

※お客さまからのお問い合わせは、

0120-763-325 でお受けしています。

