News Release
2018年6月7日

「ちふれ」ブランド50周年を記念した
数量限定フラワーデザインアイテムが登場！
～毎日のスキンケアやメイクが、もっと楽しく、華やかに～
2018年11月1日（木）発売
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『ちふれ
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2018年11月1日（木）発売予定【数量限定】
口紅（詰替用）132、419、556』
各350円（税抜）
口紅 ケース メタル L13、L14』
各400円（税抜）
化粧水 しっとりタイプ 詰替用 限定デザインボトル付 50th』
450円（税抜）
化粧水 とてもしっとりタイプ 詰替用 限定デザインボトル付 50th 』 460円（税抜）

株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：片岡 方和）の「ちふれ」ブランド
は、2018年で誕生から50周年を迎えました。
これを記念し、数量限定で『ちふれ 口紅（詰替用） 132 ピンク系』『同 419 オレンジ系』『同
556 レッド系』、『ちふれ 口紅 ケース メタル L13』『同 L14』、『ちふれ 化粧水 しっとりタイプ
詰替用 限定デザインボトル付 50th』、『ちふれ 化粧水 とてもしっとりタイプ 詰替用 限定デザイン
ボトル付 50th 』を2018年11月1日（木）から全国のスーパー・ドラッグストアの一部店舗、ちふれ
オンラインショップ等で発売いたします。
限定品には50周年記念ロゴに合わせてたくさんの花をあしらった、日々のお手入れやメイクを楽し
くする華やかで幸福感のあるカラーやデザインに仕上げました。

News Release
【数量限定】ちふれ 口紅（詰替用) 132、419、556

（限定3色） 各350円（税抜）

◆肌をパッと明るく見せる、フレッシュでキュートな限定のフラワーカラーが発売！
年間約370万個(2017年度)を出荷するちふれ 口紅 (詰替用)から、フレッシュなフラワーカラーが
数量限定で登場します。いきいきと咲き誇る花々をイメージをした限定色は、３色揃えばまるで
ブーケのような華やかさ。肌をパッと明るく見せるカラーで、笑顔を引き立てます。

132 ピンク系

419 オレンジ系

556 レッド系

愛らしい

心浮き立つ

パッと目を引く

淡くスイートなピンク

ビビッドなオレンジ

鮮やかレッド

＜商品特徴＞
○なめらかにのびて、くちびるにフィット。
○しっとり、ふっくらとした女性らしい口もとを演出。
○保湿成分：ヒアルロン酸配合
○油性エモリエント成分：マカデミアナッツ油配合
○無香料
＜参考＞通常商品：ちふれ 口紅（詰替用）全18色 各350円（税抜）

【数量限定】ちふれ 口紅 ケース メタル L13、L14

（限定2種） 各400円（税抜）

◆花々の色彩と優しいきらめきに包まれた、限定フラワーデザインが登場！
3年半ぶりに限定口紅ケースが登場。50周年を彩る限定フラワーデザインには、咲き誇る花々のよ
うに、女性たちがいつも自分らしく笑顔でいられるようにとの想いを込めています。

L13

L14

明るいコーラルピンクに、いきいきと咲く
花々をあしらった華やかなデザイン

淡く柔らかなピンクに、ひらひらと花びらが
舞うフェミニンなデザイン

＜参考＞通常商品：ちふれ 口紅 ケース メタル 全2種 各300円（税抜）
口紅からエコのお話
「ちふれ 口紅（詰替用）」は、ケースを何度も再利用しながら使えるタイプです。
組み合わせは自由自在。お気に入りの色を選んでケースにセットするだけで、自分だけの口紅が出来上がり！
しかもこんな小さな気配りで環境にも配慮できる、とっても賢い口紅です。

News Release
◆50周年記念の、限定フラワーデザインボトル付き詰替用パウチが登場！
ちふれを代表とする化粧水から、２色の限定フラワーデザインボトル付詰替用パウチが登場。50
周年を記念し、50個の花々が舞い上がるデザインで、日々のお手入れの時間を楽しく演出します。
今では当たり前になった詰め替え化粧品は、ちふれが1974年に業界に先駆けて日本でいち早く始
めたものです。今回の限定ボトル付き商品の発売をきっかけに、化粧品の詰め替えを体験するきっ
かけになれば、との想いも込めています。

【数量限定】ちふれ 化粧水 しっとりタイプ 詰替用 限定デザインボトル付 50th
150mL 450円（税抜）

◆淡いコーラルピンクカラーの限定ボトル付き
＜商品特徴＞
○角質層へスッと浸透。べたつかず、ぷるんとうるおい
あふれる肌へととのえます。
〇乾きがちな肌にたっぷりうるおいを与え、肌あれや
乾燥を防ぎます。
〇保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース配合で、肌を
みずみずしくしっとりと保ちます。
〇無香料、無着色
＜参考＞通常商品：
ちふれ 化粧水 しっとりタイプ
本品 180mL 550円（税抜）
詰替用 150mL 450円（税抜）
※限定ボトルは空ボトルです。

【数量限定】ちふれ 化粧水 とてもしっとりタイプ 詰替用 限定デザインボトル付 50th
150mL 460円（税抜）

◆ベリーのようなピンクカラーの限定ボトル付き
＜商品特徴＞
○とろっとした肌あたりのよいなめらかな感触で、
肌にしっかりとなじんでうるおいを与え、もっちり
とした肌にととのえます。
〇保湿成分 ヒアルロン酸、トレハロース配合で、肌を
みずみずしくしっとりと保ちます。
〇無香料、無香料、ノンアルコール
＜参考＞通常商品：
ちふれ 化粧水 とてもしっとりタイプ
本品 180mL 560円（税抜）
詰替用 150mL 460円（税抜）
※限定ボトルは空ボトルです。

ヒアルロン酸＋トレハロースのお話
ヒアルロン酸は、肌をうるおいのベールで覆いながら、水分をきちんと蓄える成分。
トレハロースは、肌に水分をしっかり保ち、乾燥によるトラブルから肌を守る成分。
２つの異なる成分をバランスよく組み合わせることで理想のうるおいを届けます。

News Release
ちふれブランド50周年について
◆「ちふれ」について
1968年に誕生。きれいになりたいと願うすべての女性たちにまっすぐ応えたい。一生大切にしたい
肌だからこそ、毎日付き合える品質と価格でありたい。ちふれはそんな想いから生まれた、弊社を代表
するブランドです。
スキンケアからメイクアップ、ヘアケアまで、幅広い世代の方にお使いいただける多彩なアイテムを
揃えています。

◆ちふれ50周年について
2018年4月～2019年3月を50周年とし、4月～6月には主力のスキンケア商品に、ご愛用いただいて
いるお客様への感謝のメッセージを伝えるパッケージと50mLの増量キャンペーンを行ってまいりまし
た。
2018年11月からは、ちふれブランドの価値に共感し、これからの50年を支えてくださる新規愛用者
の獲得を目指し、限定商品の発売をいたします。

◆ちふれブランド50周年記念ロゴに込めた想い

50周年記念ロゴは、世代を超えた多くのご愛用者を多種多様な花になぞ
らえ、これまでもこれからもご愛用者と一緒に、女性のきれいを想い続け
るちふれの姿勢を表現しました。

＜News Release＞
＜秋冬おすすめメイク＞

Classic Noble

この秋は、目元にポイントを置き、トレンドのパープルアイシャドーに極細のアイラインで仕
上げた、品のあるクラシカルなメイクがおすすめ！
頬・口元はナチュラルな色合いで “抜け感”を出すのがポイントです。

ちふれ アイ カラー
31 パープル系
360円（税抜）

ちふれ チーク カラー
442 オレンジ系
300円（税抜）

ちふれ リキッド アイライナー
10 ブラック
700円（税抜）

目元は淡いパープルのアイカラーをアイホール全体と下まぶたにライン状にぬり、濃いパープルを上
まぶたにライン状にぬります。目の際は極細のラインを描きます。チークはオレンジをやや広めに淡
くのせます。

NEW

ちふれ 口紅(詰替用)
132 ピンク系
350円（税抜）
※「ちふれ」ブランド
50周年記念限定色
※既存色「121 ピンク系」
もおすすめです。

ちふれ リップ ライナー
610 ベージュ系
500円（税抜）

リップライナーで輪郭を描きます。口紅を
直接またはリップブラシを使って全体にぬ
ります。

NEW

ベースメイクはナチュラルに仕上げます。
適量（直径約1.5cm）を手にとり、指です
ばやくやさしく顔全体にのばし、専用スポ
ンジ（別売り）でおさえるようにしてなじ
ませます。

ちふれ UV リキッド ファンデーション
30mL 全5色
850円（税抜）

＜News Release＞
＜秋冬おすすめメイク＞

Casual Modern

この秋のおすすめは、レッドリップ×ゴールドアイシャドーでカラフルな洋服に負けないトレ
ンドフェイス！頬は自然な血色感を出すチークがポイントです。

ちふれ グラデーション
アイ カラー
73 ブラウン系
580円（税抜）

ちふれ リキッド アイライナー
10 ブラック
700円（税抜）

ちふれ チーク カラー
540 レッド系
300円（税抜）

目元はグラデーション アイ カラーの①～④を順番に重ねてグラデーションを作り
ます。下まぶたの際に②をライン状にぬり、さらに目尻側1/3に④をぬります。目
の際は極細のラインを描きます。チークは自然な血色感を出します。

NEW

ちふれ リップ グロス
141 ピンク系
350円（税抜）
ちふれ 口紅(詰替用)
556 レッド系
350円（税抜）
※「ちふれ」ブランド
50周年記念限定色
※既存色「550 レッド系」
もおすすめです。

ベースメイクはナチュラルなツヤ肌に仕上
げます。
適量（真珠粒大）を手にとり、顔全体にて
いねいにのばします。

唇全体に口紅をぬったあと、指にリップグロ
スをとり、ぽんぽんとなじませるように全体
にぬります。

ちふれ BB クリーム
50g 全3色
800円（税抜）

