
うう 

 
  

～輪郭の印象まで、美しく上向きに。～ 

“Daytime
デ イ タ イ ム

 Skincare
ス キ ン ケ ア

発想”の「AQ新ベースメイクアップ」誕生 
 

 
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』の最高級ライン「コスメデコルテ AQ」のベースメイクアップを刷新します。リフトアップしたような

印象の、ハリ感あふれる明るい肌に仕上げるベースメイクアップアイテム（11品目26品種/税抜500～12,000円）

を、2019年3月16日より全国の百貨店と化粧品専門店で販売します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび「コスメデコルテ AQ」から発売する新商品は、ベースメイクアップで日中のスキンケアをするという

“デイタイムスキンケア発想”から誕生しました。一日の中で最も肌に触れている時間が長いベースメイクアッ

プをスキンケアの延長として捉え、AQ スキンケアと共通の美容成分※1 を配合。また、「リフトアップ成分」※2 を

配合し、肌にハリを出すコラーゲンと皮膚温で固まるゲルが、まるでコルセットをしたように顔立ちを上向きの

印象に導きます。光の反射率の高い「ブライトリフトパウダー」※3 により、顔の中心部ではツヤ・ハリ感を出し、

フェイスラインでは自然な陰影ができ、顔立ちに自然な立体感が生まれます。うるおい感のある上質な艶をあ

たえ、骨格まで美しく引き立てます。 

 

 メインアイテムの「スキン フォルミング リキッドファンデーション」は、潤いのある膜でリフトアップしたような

印象を叶え、まるでスキンケアをした後のような潤いのある仕上がりです。「スキンフォルミング パウダーファ

ンデーション」は、しっとりとなめらかなカシミヤのようなタッチで、つけたての美しい仕上がりが続きます。「デイ

クリーム」は、日中の紫外線や乾燥から肌をまもるだけでなく、ファンデーションをより美しく仕上げる化粧下地

の機能も備えています。スキンケアとベースメイクアップをシームレスにつなぐアイテムです。全品香りは、夏

の夜一度しか咲かないと言われる、月下美人の優美な香りをアクセントにした、さわやかで奥行きのある「フロ

ーラルウッディ」です。 

 

近年、ベースメイクアップのトレンドは年代を問わず“素肌感を生かした自然な仕上がり”が人気です。また、

肌悩みや、なりたいイメージに合わせて、下地、コンシーラー、フェイスパウダー等のアイテムを組み合わせる

方も増えています。AQ新ベースメイクアップは、個々のお客さまに合わせたアイテムと使い方を提案し、ひと

り一人の美しさを引き出します。仕上がりの美しさに加え、「日中のスキンケア」という付加価値により、新たな

お客さまとの接点拡大を図ると共に、高級ファンデーションとしての更なる価値を醸成していきます。 

いりますか？ 

 2019.1.11 



2019 年 3 月 16 日発売   

『AQ ベースメイクアップ』 新商品（11 品目 26 品種） 

 

※1 ホワイトムクナエキス（ケイケットウエキス）・白樺水（シラカンバ樹液・シラカンバ樹皮エキス）・オウゴン根エキス・リン脂質

（水添レシチン）・ライスステロール（オレイン酸フィトステリル）・植物性スクワラン【保湿】 

※2 リフトアップ成分（PEG-240/デシルテトラデセス-20/HDI）コポリマー・加水分解コラーゲン 

※パウダーファンデーションとフェイスパウダー以外全品に配合 

※3 ブライトリフトパウダー（マイカ・オレイン酸フィトステリル）※パウダーファンデーションに配合 

ブライトリフトパウダー（オレイン酸フィトステリル・合成金雲母）※フェイスパウダーに配合 

 

『コスメデコルテ AQ』について 

1990 年に、コスメデコルテの最高級ラインとして誕生した「コスメデコルテ AQ」は発売以来、一貫して「究

極のフィジカル＆メンタルリラクセーション」をコンセプトに、心と身体の両面から究極のエイジングケア※4 を提

案してきました。AQ とは「Aｂｓｏｌｕｔｅ Qｕａｌｉｔｙ」（絶対的な品質）を意味し、品質・理論・処方、すべてが最上

級グレードであることをブランドコンセプトにしています。今回「AQ新ベースメイクアップ」を発売することで、ハ

イプレステージブランドとして、お客さまへの更なるラグジュアリー価値を創造していきます。 

※4 年齢に応じたうるおい・ハリを与えるスキンケア 

 

『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14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、フランス、スペイン、アメリカ、カナダ）で展開しています。 

◇コスメデコルテ ブランドサイト ： https://www.cosmedecorte.com/ 
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https://www.cosmedecorte.com/


 
商品名 特長 

容量 

色数 

希望小売 

価格（税抜） 

① 

 

コスメデコルテ  ＡＱ   

デイクリーム 

（日中用クリーム・化粧下地） 

日中の紫外線や乾燥から肌をまもり、透明感のあ

るキメ細やかな肌にととのえるデイクリームです。

もろやかなコクのある感触でのびひろがり、充実し

たハリとうるおいをあたえ、ファンデーションの美し

い仕上がりをサポートします。 

SPF15/PA++   

※パラベンフリー 

30g 10,000 円 

② 

コスメデコルテ  ＡＱ   

エッセンス グロウ プライマー 

（化粧下地） 

浸透感のあるまろやかなタッチで、うるおいが肌

（角層）の奥深くまで溶けこみ、上質な艶をあたえ

る化粧下地です。引き上がるようなハリ感と透明

感で骨格まで美しく引き立て、ファンデーションの

つき・もちを高めます。 

SPF25/PA++  オールシーズン用 

※パラベンフリー 

30ｍL 7,000 円 

③ 

コスメデコルテ  ＡＱ 

ラスティング UV プライマー 

（化粧下地） 

 

浸透感のあるみずみずしいタッチでうるおいと艶

をあたえ、汗・皮脂によるくずれを防ぐ化粧下地

です。引き上がるようなハリ感と透明感で骨格まで

美しく引き立て、ファンデーションのつき・もちを高

めます。 

SPF40/PA+++  オールシーズン用 

※パラベンフリー  

30ｍL 7,000 円 

④ 

コスメデコルテ  ＡＱ 

スキン フォルミング パウダー

ファンデーション 

（レフィル） 

※画像はケースにレフィルをセットした

状態です 

肌に溶けこむようにしっとりとひろがり、毛穴・小ジ

ワなどの凹凸や色ムラを自然にカバー。顔立ちの

印象まで引き上がったような、ハリ感あふれる明る

い肌に仕上げます。2 ウェイタイプ（水あり・水な

し）でお使いいただけます。 

SPF23/PA++  オールシーズン用 

※パラベンフリー 

※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。） 

11ｇ 

7色 
各 9,000 円 

⑤ 

コスメデコルテ  ＡＱ   

パウダーファンデーション ケ

ース 

コスメデコルテ  AQ スキン フォルミング パウダ

ーファンデーションをセットする専用ケースです。 
― 2,000 円 

⑥ 
コスメデコルテ  ＡＱ 

メイクアップ スポンジ 

パウダータイプ、2 ウェイタイプ（水あり・水なし）の

ファンデーションにお使いいただけるスポンジで

す。 

 500円 

⑦ 

コスメデコルテ  ＡＱ   

スキン フォルミング リキッドフ

ァンデーション 

 

心地よくなめらかにフィットし、毛穴・小ジワなどの

凹凸や色ムラを自然にカバー。顔立ちの印象ま

で引き上がったような、ハリ感あふれる明るい肌に

仕上げます。 

SPF20/PA++  オールシーズン用 

※パラベンフリー 

※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。 

30mL 

7色 
各12,000円 



 商品名 特長 
容量 

色数 

希望小売 

価格（税抜） 

⑧ 

コスメデコルテ  ＡＱ   

コントロールカラー 

（部分用化粧下地） 

赤みやくすみなどの色ムラを均一にととのえ、肌

悩みを瞬時に補正するコントロールカラーです。

うるおいをあたえながらなめらかにフィットし、骨格

まで美しく引き立てます。 

01：血色をあたえるピンク 

02：透明感をあたえるクリアグリーン 

SPF25/PA++   

※パラベンフリー 

※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。） 

20g 

2色 
各 5,000 円 

⑨ 
コスメデコルテ  ＡＱ   

クリームコンシーラー 

気になるシミ・ソバカスをしっかりカバーし、汗や

皮脂にもくずれにくいクリームタイプのコンシーラ

ーです。うるおいをあたえながら溶け込むように均

一にフィットし、自然な仕上がりで、骨格まで美し

く引き立てます。 

01：ライト 

02：ライトミディアム 

03：ミディアム 

SPF25/PA+++   

※パラベンフリー 

※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。） 

15ｇ  

3色 

 

各 5,000 円 

 

⑩ 

 

 

コスメデコルテ  ＡＱ   

フェイスパウダー 

 

肌の内側から発光するような上品な艶と透明感を

もたらし、骨格まで美しく魅せるフェイスパウダー

です。キメ細やかなパウダーでふんわりと心地よく

つつみこみ、毛穴・小ジワ・くすみが一掃された、

明るい肌に仕上げます。 

※パラベンフリー 

※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。） 

30ｇ 12,000 円 

⑪ 
コスメデコルテ  ＡＱ   

フェイスパフ n 

ルースタイプのフェイスパウダーにお使いいただ

けるパフです。 
― 800円 

 

 

 

 

 

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室    0120-763-325でお受けしています。 

 

 

 

 

 

 

 


