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色×光の組み合わせで、印象自在。美発色・透明感チークが全10色展開に！

『ちふれ パウダー チーク ニュアンス カラー』新発売
『ちふれ パウダー チーク』新色3色 発売
2022年3月1日(火)から順次販売開始

『ちふれ パウダー チーク ニュアンス カラー 100、300』
『ちふれ パウダー チーク 111、271、770』

各550円（本体価格：各500円）
各506円（本体価格：各460円）

ちふれグループの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：中村 俊彦）は、
「ちふれ」ブランドより、2022年春夏新商品として、『ちふれ パウダー チーク ニュアンス カラー』2色と、
『ちふれ パウダー チーク』新色3色を、全国のドラッグストア、スーパー、対面量販店、直営店、ちふれ
グループカタログ通信販売、ちふれオンラインショップ、ちふれ公式出品のECモール等で、2022年3月1日
(火)から順次販売いたします。

※店舗により発売日が異なります。また、一部お取り扱いのない店舗がございます。

ニュアンスカラー2色、新色3色が登場！ 全10色展開で、より自由に選べる色ぞろえに

あざやか発色で、厳選した原料とシンプル処方のちふれのパウダーチークに、単色使いも重ね使いも楽し
めるニュアンスカラーが新登場いたします。さらに新色3色も追加され、“色×光”で印象を自在に彩る全10色
展開にパワーアップします。定番からトレンドまで取り揃えた多彩なカラーと、パールのきらめきで光を集
めるニュアンスカラーで、お仕事メイクも、カジュアルメイクも、日常のさまざまなシーンを彩ります。
※透明感とは、メイクによる効果のこと

『ちふれ パウダー チーク ニュアンス カラー 100、300』
各2.5g
各550円（本体価格：各500円）

（新色2色／全10色）

単色使用イメージ

単色使用イメージ

100 ピンク系パール
コーラルピンクにゴールドパールが
きらめくニュアンスカラー。
単色使いで血色感のある印象に。

300 パープル系パール
ライトパープルにシルバーパールが
きらめくニュアンスカラー。
単色使いで透明感のある印象に。

＜商品特長＞
パールがきらめくシアーな発色。
つやを与えながら、ニュアンスチェンジが楽しめるチーク。
・シアーな発色でふんだんに詰め込んだパールが
上品なつやを演出するパウダータイプのチークです。
・単色使いで自然な透明感や血色感を演出。
手持ちのチークと重ねて使うとカラーの変化も楽しめる
印象自在のニュアンスカラーです。

＜使用方法＞
〇適量をブラシにとり、ほおにのせてぼかします。

『ちふれ パウダー チーク』と
おそろいの乳白色ケース

ブラシも使いやすいななめカットに
リニューアル！

★重ね使いで自由自在にニュアンスチェンジ★
100 ピンク系パール

271 ローズ系
に重ねて…

300 パープル系パール

443 オレンジ系
に重ねて…

New!

＼ニュアンスチェンジ／

＼ニュアンスチェンジ／
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ゴールドパールで
黄みよりカラーに。
ヘルシーな印象にチェンジ！

443

300
443

シルバーパールで
青みよりのカラーに。
涼しげな印象にチェンジ！
※使用イメージ

※透明感とは、メイクによる効果のこと

『ちふれ パウダー チーク 111、271、770』 （新色3色／全10色）
各2.5g
各506円（本体価格：各460円）

111 ピンク系
やわらかな
グレイッシュピンク

271 ローズ系
大人っぽい雰囲気の
深みローズ

770 ブラウン系
ほんのり赤味の
こっくりブラウン

＜商品特長＞
あざやかカラーがしっかり発色。ほおが自然に色づく、美発色チーク。
手持ちのチークに
重ねてニュアンス
チェンジ！

・ほおの内側からにじむような自然な血色感があり、
ほど良いつや感の出るパウダータイプのチークです。
・高発色なのに透明感のあるあざやかカラー。
・肌への密着性がよく、美しい仕上がりが続きます。
・肌にふわっと溶け込むように、自然になじみます。
・無香料

＜使用方法＞
〇適量をブラシにとり、ほおにのせてぼかします。

【ご参考】既存色のカラーバリエーション（現5色）
https://www.chifure.co.jp/products/cheek/2754

※透明感とは、メイクによる効果のこと
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※ ここに掲載されている情報は、発表時（2021年12月9日）の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ご参考資料

ちふれ2022年春夏おすすめメイク

今季ちふれがおすすめするのは「つや＆立体感」メイク。新商品のシェーディング、ハイライトも使いなが
ら、色の違いで印象を自在に操る2パターンを提案します。温感メイクは、ニュアンスカラーのきらめきと
暖色系カラーで、幸福感のあるやわらかい印象に。涼しげメイクは、グレーのアイシャドウと青みローズの
チークをポイントに、透明感あふれる涼しげな印象に仕上げます。

pattern１「キラキラ×コーラルでハッピーオーラあふれるやわらか温感メイク」
チークは、612 ベージュ系の
上に、ニュアンスカラーを重ねて血色
感を底上げしながら、幸福感あふれる
雰囲気に。
ウォームトーンのシェーディングを
フェイスライン・眉頭～小鼻にふんわ
りのせれば、温かみのあるやわらかい
印象の立体感メイクに。
POINT

ベースメイク
ちふれ メーキャップ ベース クリーム UV 1 ピンク
ちふれ モイスチャー パウダー ファンデーション
33 オークル系

New

眉
ちふれ アイブロー パウダー PK10 ピンク系ブラウン
ちふれ アイブロー マスカラ BR10 ライトブラウン

目もと
ちふれ グラデーション アイシャドウ 72 ブラウン系
ちふれ アイ ライナー ペンシル くり出し式 23 ダーク ブラウン
ちふれ マスカラ ボリューム タイプ BK30 ブラック

フェースカラー
ちふれ パウダー チーク 612 ベージュ系
New
ちふれ パウダー チーク ニュアンス カラー
100 ピンク系パール
New
ちふれ ハイライト パウダー 1 ホワイト
ちふれ シェーディング パウダー 1 ウォーム ブラウン

New

リップ
ちふれ 口紅（詰替用） 652 ベージュ系

ネイル
＜使用イメージ＞

ちふれ ネイル エナメル 103 ピンク系パール

pattern2「儚げパープルでちょっぴりフェミニンな涼しげグレーメイク」
チークは、最初にニュアンス
カラーを仕込み、その上から271 ローズ
系を重ねることで、ローズカラーが
じゅわっと広がり上品な発色に。
クールトーンのシェーディングをフェイ
スライン・眉頭～小鼻にふんわりのせれ
ば、凛とした印象の涼しげ立体感メイク
に。
POINT

ベースメイク
ちふれ メーキャップ ベース クリーム UV 2 グリーン
ちふれ UV パウダー ファンデーション 33 オークル系

New

眉
ちふれ アイブロー ペンシル くり出し式 22 ブラウン
ちふれ アイブロー マスカラ BR20 ブラウン

目もと
ちふれ グラデーション アイシャドウ 06 グレー系
ちふれ リキッド アイライナー 筆ペンタイプ BK30 ブラック
ちふれ マスカラ ナチュラル ロング タイプ BK30 ブラック

フェースカラー
New
ちふれ パウダー チーク ニュアンス カラー
300 パープル系パール
New
ちふれ パウダー チーク 271 ローズ系
New
ちふれ ハイライト パウダー 1 ホワイト
ちふれ シェーディング パウダー 2 グレイッシュ ブラウン

New

リップ
ちふれ 口紅（詰替用） 280 ローズ系
ちふれ リップ クリーム
＜使用イメージ＞

※透明感とは、メイクによる効果のこと

