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洗顔後、これ 1 本で素肌メイクまで完了！
「マジョリカ マジョルカ ミルキースキンマスク」誕生
～2018 年 8 月 21 日（火）発売～
資生堂は、「かわいい」の扉をひらくセルフメイクアップブランド「マジョリカ マジョルカ」より、洗顔後、1 本で
素肌メイクまで完了する朝用の‘塗るマスク’「マジョリカ マジョルカ ミルキースキンマスク」他新製品【全 4 品
目 4 品種 希望小売価格 1,200 円（税込 1,296 円)】 を 2018 年 8 月 21 日（火）より発売します。
◆洗顔後、これ 1 本で素肌ケア＋トーンアップできる「ミルキースキンマスク」を新発売。1 本で化粧水、乳液、
保湿マスク、トーンアップ、化粧下地の効果を持つミルク状の塗るマスク。洗顔後の肌に、うるおいをチャージ。
白く*明るい肌に見せます。
◆あわせて、新たにティントタイプのマスカラ「ラッシュティント」、マスカラの前にカールをくせづけするまつ毛用
美容液・化粧下地「ラッシュセラムカーラー」を新発売。
◆発売以来、人気のロング＆カールキープマスカラ「ラッシュエキスパンダー ロングロングロング」は、限定デ
ザインパッケージを数量限定発売。「大きな瞳がほしいの。」をキャッチコピーに新プロモーションを展開。
マスカラ「ラッシュエキスパンダー」シリーズは、累計売上本数 1,500 万本※1 を突破し、高い支持を集めていま
す。
＊トーンアップパウダーによる演出効果
※1 ラッシュエキスパンダーシリーズ（全 7 種）累計売上本数 2006 年 2 月～2018 年 3 月

（左から）
ミルキースキンマスク
ラッシュエキスパンダー ロングロングロング（数量限定品）
ラッシュティント・ラッシュセラムカーラー

発売背景と商品特長
「マジョリカ マジョルカ」は、10 代～20 代女性が理想の「かわ
いい」に近づくために肌を重要視しており、肌の美しさは印象を
左右すると認識していることに着目しました。また、かわいくなる仕
上がりを重視しながら、時短アイテムにも関心が高いことを捉えま
した。そこで、朝の洗顔後に、1 本で素肌メイクまで完了する「ミル
キースキンマスク」を発売します。1 本で多機能の効果を併せ持ち
うるおいをチャージし、トーンアップパウダーによる演出効果で、白
く明るい肌に見せます。毛穴がひきしまったようななめらかな肌に
仕上げ、化粧のりを高めます。
あわせて、まつ毛が自然に際立ち、ぱっちりとした瞳に見せるテ
ィントタイプの新マスカラ「ラッシュティント」、マスカラの前に使い、
まるでパーマのようにカールをくせづけするまつ毛用美容液・化
粧下地「ラッシュセラムカーラー」を発売します。また、すっきりロン
グ＆カールまつ毛をキープし、瞳そのものを大きく見せるマスカラ
「ラッシュエキスパンダー ロングロングロング」の限定デザインを
数量限定で発売します。

「マジョリカ マジョルカ」について
「マジョリカ マジョルカ」は、アイテムを手にした瞬間から、まるで魔法がかかったように、今まで出会ったこと
がない新しい自分を引き出し、「かわいい」の扉をひらくセルフメイクアップブランドです。2003 年 7 月の誕生以
来、「かわいい」「高品質」なアイテムを展開し、多くのお客さまにご愛用いただいています。

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。

プロモーション・販売展開
モデルは引き続き「二階堂 ふみ(にかいどう ふみ)」さんを起用します。2018 年 8 月下旬より、マスカラ「ラッ
シュエキスパンダー ロングロングロング」と、朝用の‘塗るマスク’「ミルキースキンマスク」を中心とした WEB プ
ロモーションを展開します。
販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」などの EC サ
イトで販売します。

「マジョリカ マジョルカ」 プロモーションビジュアル

全 4 品目 4 品種

【商品一覧】
分類

容量

品種
色数

スキンミルク・美容液・
マスク・化粧下地

45g

1種

マスカラ

6g

1色

マジョリカ マジョルカ ラッシュセラムカーラー

美容液・
化粧下地（まつ毛用）

4.7g

1種

マジョリカ マジョルカ ラッシュエキスパンダー
ロングロングロング【数量限定品】

マスカラ

6g

1色

商品名
マジョリカ マジョルカ ミルキースキンマスク
マジョリカ マジョリカ ラッシュティント

<以下余白>

希望小売価格
1,200 円
（税込 1,296 円）
1,200 円
（税込 1,296 円）
1,200 円
（税込 1,296 円）
1,200 円
（税込 1,296 円）

【商品概要】
商品名・容量・価格
マジョリカ マジョルカ
ミルキースキンマスク
<スキンミルク・美容液・マスク・
化粧下地>
45ｇ
1種
希望小売価格 1,200 円(税込 1,296 円)

※価格はすべて希望小売価格です。
商品特長
洗顔後、これ 1 本で 素肌メイクまで完了
塗るだけで、素肌ケア＋トーンアップ白肌*をつくる
朝用‘塗るマスク’
○1 本でマスク後みたいなうるおいチャージ。白く*明るい肌にみせます。
＊トーンアップパウダーによる演出効果

○毛穴が引きしまったような、なめらかな肌に仕上げ、化粧のりを高めま
す。
○10 種の美容成分配合
うるおい成分（ヒアルロン酸 Na、アロエエキス、カミツレエキス、ペパーミ
ントエキス、グリセリン）、角層エモリエント成分、ひきしめ感成分、
つや成分、トーンアップパウダー、ミネラルウォーター）
○1 品 5 役（化粧水、乳液、保湿マスク、トーンアップ、化粧下地）の多機能
タイプです。
○朝の肌を目覚めさせるような、すっきりとしたミントフローラルの香り
○ニキビのもとになりにくい処方、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）。

使用法
●洗顔の後、手のひらにパール粒 2 コ分をとり、顔全体になじませます。
●肌表面がつるんとなめらかになったら、マスクが完了したサインです。
●その後、ファンデーションなどをご使用ください。
マジョリカ マジョルカ
ラッシュティント
<マスカラ>
6ｇ
1 色
希望小売価格 1,200 円(税込 1,296 円)

新たにティントタイプのマスカラ登場
まるで染めたみたい！？自まつ毛際立つ ティントマスカラ

○黒の層（ティント成分によるカラー効果）と青の層（つやパック成分に
よるケア効果）の 2 層が混ざり合うことで、まるで染まったように自然
に色づきます。上向きロングまつ毛が続くティントマスカラです。
○ウォータープルーフタイプ
色調
シークレットブラック BK961
（透明感のあるつややかな黒）
効果的な使用法
●コームで 2 層をよく混ぜてからお使いください。
●コームを容器の中で 3 回まわし、液を十分にからませます。
●まつ毛の根もとから毛先に向かい、2 秒かけてすーっと上に向かって
とかしあげます。

【商品概要】
商品名・容量・価格
マジョリカ マジョルカ
ラッシュセラムカーラー
<美容液・化粧下地（まつ毛用）>
4.7ｇ
1種
希望小売価格 1,200 円(税込 1,296 円)

※価格はすべて希望小売価格です。
商品特長
まるでパーマ！？
カールくせづけ まつ毛用美容液
○マスカラの前に使い、まるでパーマのような上向きまつ毛をつくるまつ
毛用美容液・化粧下地です。
○傷んだキューティクルをケアする 5 種の美容成分配合
-毛髪補修成分：アルギニン
-まつげ保護成分：トリ（トリメチルシロキシ）シリルプロピルカルバミド酸
プルラン
-切れ毛防止成分：ツバキ種子油
-毛髪保湿成分：月見草油
-つや：マカデミアナッツ油
○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）。

効果的な使い方
マスカラをつける前にご使用ください。
①コイル側：まつ毛の根もとを持ち上げ、2 秒キープします。

②コーム側：根もとから毛先に向かってとかしあげ、カールをくせづけしま
す。

マジョリカ マジョルカ
ラッシュエキスパンダー
ロングロングロング
<マスカラ>
6ｇ
1 色
希望小売価格 1,200 円(税込 1,296 円)
【数量限定品】

ぐんぐんのびる！長時間、カールキープ
すっきりロング&カールキープマスカラ 今だけ限定デザイン
○とかしあげるだけで、根もとからなめらかにのび、ロングまつ毛に仕上
げます。長時間、カールが続きます。
○根もとからとかし上げ、黒目をぱっちり強調するコーム採用
○まつ毛をケアする高機能トリートメント成分配合
○ウォータープルーフタイプ
○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）。

色調 ディファインブラック BK999
使用法
●まつ毛の上で、コームを左右にジグザグ動かさず、ゆっくりとかすこと
で、根もとから自然にのびたようなまつ毛に仕上がります。
①長さをつくる（大きいコーム側）
まつ毛の根もとから毛先に向かい、2 秒かけて、
すーっと上に向かってとかし上げます。
②うぶ毛キャッチ（小さいコーム側）
目尻や下まつ毛などの短い毛までしっかりとらえ、
ぱっちりした目もとに仕上げます。

