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目元・口元の細部まで美しく…
“たかの友梨”のメイクアップシリーズに
2つのニューアイテムが登場！
株式会社不二ビューティ

エステティックサロン「たかの友梨ビューティ
クリニック」
は、2019年6月3日
（月）
より、
たかの
友梨エステファクト
「リキッドアイライナー」の
販売を開始しました。
また、使いやすさが魅力の
繰り出し式「リップペンシル」
は、新たに成分を
追加しリニューアル。
メイクの幅を広げる2つの
アイテムが加わり、“たかの友梨”のメイクアップ
シリーズがよりバラエティ豊富になりました。

株式会社不二ビューティは、
エステティックサロン
「たかの友梨ビューティクリニック」
（電話：0120-00-1107）
とエステティシャンコスメ通販「たかの友梨ビューティショッピング」
（電話：0120-1107-38、
インターネット：
https://takanoyuri-bs.jp/）
にて、
たかの友梨エステファクト
「リキッドアイライナー」
と
「リップペンシル」の
販売を開始しました。
新商品の「リキッドアイライナー」は、独自成分SCサイエンスAAA ※1※2をはじめとする贅沢な美容成分を
配合した、肌に優しいアイメイクです。細いラインも太いラインも書きやすい、平筆を採用。ロングラスティン
グ処方により強度の高い皮膜が形成され、
にじみにくい目元をつくります。
「リップペンシル」
は新たに美容
成分を配合し、
リニューアル。するりと伸びる柔らかな使用感で、華やかなピンク、大人っぽいベージュ、
ど
ちらともマッチするナチュラルなピンクベージュカラーです。
利便性や他のアイテムとの相性にもこだわった、2つのニューアイテム。使いやすさ重視のメイク初心者
の方からさまざまなメイクを楽しみたい上級者の方まで、幅広い層に満足していただける商品です。

※1：3つの植物幹細胞由来保湿成分
（アルガニアスピノサカルス培養エキス、
リョクトウ成長点細胞培養エキス、
ロドデンドロンフェルギネウム葉
培養細胞エキス：保湿成分）
をプラチナ
（白金：保湿成分）
に被覆させた成分です
※2：保湿成分
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■商品概要

・商 品 名 ： たかの友梨エステファクト

・商 品 名 ： たかの友梨エステファクト

・定

・定

「リキッドアイライナー
（ブラック）
」
価 ： 3,240円（税込）

「リップペンシル
（ピンクベージュ）
」
価 ： 3,240円（税込）

リキッドアイライナーの特徴

1 こだわりの美容成分を配合
独自成分SCサイエンスAAA※1※2配合
“たかの友梨”の独自成分SCサイエンスAAA※1※2が、敏感な目元を優しくケア。

SCサイエンス
AAA※1※2

その他、
まつ毛にも優しい保湿成分

プラセンタエキス

アボカドエキス

モモ種子エキス

※1：3つの植物幹細胞由来保湿成分（アルガ
ニアスピノサカルス培養エキス、
リョクトウ成
長点細胞培養エキス、
ロドデンドロンフェルギ
ネウム葉培養細胞エキス：保湿成分）
をプラ
チナ
（白金：保湿成分）
に被覆させた成分です
※2：保湿成分

2 ロングラスティング処方を採用
皮脂でにじみにくい目元を長時間キープ※する、
ロングラスティング処方を採用しました。
※個人差があります

肌の上で均一な状態の皮膜を形成
皮膜を均一に形成することで、
強度の高い皮膜が形成されます。

更に肌に対して柔軟な皮膜を形成
ソフトな皮膜を形成するとことで、均一に肌に密着。
重ね付けしやすく、長時間にじみにくい目元をつくります。

3 滑らかな描き心地
描きやすさを重視し、平筆を採用。筆の向きを変えながら線を引くことで、太いラインも
細いラインも自由自在に描けます。
また、
アルミ素材の容器の適度な重みが手ブレを
防ぎ、安定した極細ラインもナチュラルに仕上がります。

しっかり太い
ラインも！

繊細な細い
ラインも！
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4 肌のことを考えた5つの無添加処方
肌への機能性を高めながら、肌のことを考えた5つの無添加処方を実現。

鉱物油

アルコール

合成香料

タール系色素

紫外線吸収剤

一切不使用！
ご使用方法
ファンデーションやアイシャドウの前にご使用ください。
※色が出にくい場合は筆先を下向きにし、手の甲などに軽く押し付け、色の出具合を確認してからご使用ください。

配合成分
水、BG、
アクリレーツコポリマーアンモニウム、
フェノキシエタノール、
ベヘネス-30、
メチルパラベン、
エチルパラベン、
クエン
酸、AMP、
シメチコン、
ポリグリセリル-3ジシロキサンジメチコン、
プラセンタエキス、
パルミチン酸ソルビタン、
ラウリン酸ソルビ
タン、水添パーム油脂肪酸グリセリズ、
トリオレイン酸ソルビタン、
パルミチン酸スクロース、
リョクトウ成長点細胞培養エキス、
グリセリン、
モモ種子エキス、
アボカドエキス、
イソマルト、
アルガニアスピノサカルス培養エキス、
トコフェロール、炭酸水素Na、
レシチン、
ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス、安息香酸Na、
白金、乳酸、
カーボンブラック

リップペンシルの特徴

1 新たに成分を追加しリニューアル
独自成分SCサイエンスAAA※1※2配合
“たかの友梨”の独自成分SCサイエンスAAA※1※2が、
しっとりうるおう美しい唇へ。

SCサイエンス
AAA※1※2

その他、唇にうるおいを与える保湿成分

ラウロイルグルタミン酸ジ
マカデミア
（フィトステリル／オクチルドデシル） 種子油

容器もリニューアル
ピンクのラインがかわいらしい、新デザインに。

カニナバラ
果実エキス

※1：3つの植物幹細胞由来保湿成分（アルガ
ニアスピノサカルス培養エキス、
リョクトウ成
長点細胞培養エキス、
ロドデンドロンフェルギ
ネウム葉培養細胞エキス：保湿成分）
をプラ
チナ
（白金：保湿成分）
に被覆させた成分です
※2：保湿成分
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2 こだわりの設計と使用感
書きやすい3mm繰り出し式のペンシル
削らずに使える繰り出し式。口角のキワなども描きやすい、直径3mmの芯を採用。

滑らかな使用感
保湿性の高い油溶性成分※を配合することで、滑らかな使い心地を実現。
するりと引けて、美しいラインが簡単に完成。
※トリ
（カプリル酸／カプリン酸）
、
リンゴ酸ジイソステアリル、
ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、
イソノナン酸イソトリデシル

ウォータープルーフ処方
汗、水に強く長時間メイクアップ効果をキープできる処方設計を採用。

3 肌のことを考えた5つの無添加処方
肌への機能性を高めながら、肌のことを考えた5つの無添加処方を実現。

パラベン

フェノキシエタノール

アルコール

合成香料

紫外線吸収剤

一切不使用！
ご使用方法
ペンシルの先端を持ち右方向にまわし、芯を1〜2mm程度繰り出してご使用ください。
お好みで、
付属のブラシを使ってラインをぼかすことも。
※2mm以上出して上繰り出してご使用になると、芯が折れることがあります。
※スティックタイプのため、強い衝撃を与えると芯が折れる場合があります。お取扱いには十分ご注意ください。

便利な き
付
ブラシ

配合成分
トリ
（カプリル酸/カプリン酸）
グリセリル、
リンゴ酸ジイソステアリル、合成ワックス、
ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、
パラ
フィン、
イソノナン酸イソトリデシル、水添ポリイソブテン、
マイクロクリスタリンワックス、
トコフェロール、BG、
ラウロイルグルタミ
ン酸ジ
（フィ
トステリル／オクチルドデシル）
、
マカデミア種子油、水、
カニナバラ果実エキス、
リョクトウ成長点細胞培養エキ
ス、
グリセリン、
イソマルト、
アルガニアスピノサカルス培養エキス、炭酸水素Na、
レシチン、
ロドデンドロンフェルギネウム葉培
養細胞エキス、安息香酸Na、
白金、乳酸、酸化チタン、酸化鉄、
マイカ、赤202

※使用感、
メイクアップ効果には個人差があります
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■会社概要
会社名：株式会社 不二ビューティ
（たかの友梨ビューティクリニック）
代表取締役会長：たかの友梨
資本金：9500万円
創 業：昭和53 年9 月
本 社：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-37-5 たかの友梨レインボービル
主な事業内容：エステティックサロン
（たかの友梨ビューティクリニック）
の経営
U R L： http://takanoyuri.co.jp/
■関連URL
たかの友梨ビューティクリニック公式サイト https://www.takanoyuri.com/
たかの友梨BEAUTY SHOPPING https://takanoyuri-bs.jp/
たかの友梨美容専門学校 http://www.takanoyuri.ac.jp/
たかの友梨ビューティクリニック公式Facebook https://www.facebook.com/takanoyuri/
たかの友梨ビューティクリニック公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC0KWXxeﬀymWKErqNN83GEg/
たかの友梨オフィシャルブログ
「ヴィーナス紀行」https://ameblo.jp/yuri-takano/
株式会社スイスセルラボ・ジャパン コーポレートサイト http://swiss-celllab-japan.co.jp/
株式会社エカテリーナ コーポレートサイト http://ekaterina-jewelry.com/

