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■報道関係各位 

 

ミキモト コスメティックス クリスマスコフレ 

2019 Christmas Campaign 
  

ミキモト コスメティックス（御木本製薬株式会社 代表取締役 社長 田中利尚、www.mikimoto-cosme.com ）は、

イラストレーターブレヒト・エヴァンス（Brecht Evens）氏とコラボして、「The First Snow of Pearls」 をテーマに、海の

中の人々が真珠の初雪の中でクリスマスを祝う様子を表現したコフレ全 3 種類 第１弾  「アイ＆リップ メイクキット」 

11/1(金)～30(土)、第２弾 「リタッチキット」 12/1(日)～25(水)、第１弾＆第２弾共通 「ディープモイスチャーセット」 

11/1(金)～12/25 日(水) を、新発売いたします。 

 

 

The First Snow of Pearls 
In the sea, everyone knows that the Akoya 

pearls have a special power of bringing 

happiness. 

May all your dreams and wishes come true. 

 

【和訳】 

“真珠の初雪” 

アコヤ貝の真珠には女の人を美しく幸せにするという言い伝

えがあります。 

あなたのとくべつな夢と願いがきっと叶いますように。 

海のなかのクリスマスストーリー。 

 

【コフレ一覧】 

発売期間 名称 税抜価格 

第１弾 11/1(金)～30(土) アイ＆リップ メイクキット 10,000 円 

第２弾 12/1(日)～25(水) リタッチキット 9,000 円 

第１弾・第２弾共通 11/1(金)～12/25(水) ディープモイスチャーセット 15,000 円 

 

■Profile: ブレヒト・エヴァンス（Brecht Evens） 

・1986 年～ベルギーの都市ガント生まれ。パリ在住。ベルギーで Goele Dawanckel からイラストレーションを、Randalle 

Casaer からコミック制作を学んだ後、2005 年より、グラフィックノベル作家、イラストレーターとして活躍。 

・2009 年に出版した「The Wrong Place」は、オランダのハールレムコミックフェスティバルでオランダ語での最優秀作品賞を受

賞し、 フランスのアングレーム国際コミックフェスティバルでも受賞。 

 アングレームでは同フェスにて 2018 年にも「The city of Belgium」にて審査員賞を受賞。 

・2016 年、ルイ・ヴィトン財団から「Paris by Brecht Evans」を出版した。コンピュータを一切使用せず、水彩で描いている。  

 

Press Release 

2019 年 8 月吉日 

海の中でクリスマスを祝う人々をイメージした原画 
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【商品概要】 

第１弾！ 11/1(金)～30(土)「アイ＆リップ メイクキット」  ◆セット価格：\10,000-（税抜） 

異なる色と質感から生まれる様々な印象を生み出すアイカラーパレ

ット。口もとには鮮やかなレッドのリップカラーをあわせて、多彩な表

情を楽しんで。 

 

 

◆キット内容： 

・アイカラーセット ・リキッドリップカラー ・オリジナルポーチ 

 

◆販売名      ：ＭＣ アイカラーＡ 

◆容量       ： 10g   

◆特長：色の組み合わせにより、さまざまな表情が楽しめる、アイカラー8 色をセットしたメイクパレットです。肌に溶け込むような質感で大人の目元を

エレガントに彩ります。※無香料 

◆主な配合成分： パール CC パウダー*1、ビタミン E*2 (青文字は、ミキモト コスメティックス オリジナル成分です) 

◆カラー詳細 

A ピュアな輝きで、目元に明るさと透明感を与えるホワイト 

B 繊細なきらめきで、華のある艶やかな眼差しを演出するシルバー 

C パールを抑えた質感で、みずみずしくさわやかな印象のブルー 

D 深い色合いで目元を引きひきしめながら、レッドパールが華やかさを添えるネイビー 

E 上質なツヤと輝きで、目元をつややかに贅沢に彩るゴールド 

F 色づいた葉を思わせる色合いが、シックで女性らしい印象のオレンジ 

G 若々しくフレッシュな印象でありながら、落ち着いた色味のグリーン 

H 芳醇な色合いが女性らしく、深みと陰影で目元をひきしめるボルドー 

 

◆販売名      ：ＭＣ リキッドリップカラーＬＴＤ 

◆容量       ： 6.5g   

◆特長：見たままの色が楽しめる鮮やかな色づきリキッドリップカラー。口紅が溶けたような、潤い感のある付け心地です。セミマットな質感で、上品な

唇を演出します。※無香料 

◆主な配合成分： パール CC パウダー*1、ビタミン E*2、ヒアルロン酸 Na*3 (青文字は、ミキモト コスメティックス オリジナル成分です) 

◆カラー詳細 

赤の持つ端正さと、抜け感がちょうどいいバランスでミックスされた色味で、どんなメイクにも合わせやすく、派手すぎないので気楽に付けられるレッドカラー

です。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 加水分解コンキオリン、サクシノイルアテロコラーゲン（保湿成分）、タルク（整肌成分）、ペンチレングリコール（保湿成分）、リン酸Ｋ（原料のｐＨ調整剤）、リン酸２Ｎａ（原料の

ｐＨ調整剤）※2 トコフェロール（製品の酸化防止剤）※3 保湿成分 

A D B C 

E H F G 

11 月 1 日(金)～11 月 30 日(土) 

クリスマスコフレ販売期間中に、店頭にて￥20,000 以

上お買い上げの方には限定のオリジナルバッグ＆スカー

フセットをプレゼント！ 
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第２弾！ 12/1(日)～25(水) 「リタッチキット」  ◆セット価格：￥9,000‐（税抜） 

 

朝つけたての美しい仕上がりを再現できるリタッチキット。 

リタッチパウダーは、キメや毛穴をカバーし、肌の色にあわせてコントロールできま

す。さらに、自然な血色感と立体感を演出できるフェイスカラーで、ワンランク上

の肌に仕上げて。 

 

◆キット内容： 

・リタッチパウダー ・フェイスカラー ・フェイスブラシ＆オリジナルブラシケース 
 

◆販売名      ：ＭＣ フェイスカラーＡ    ◆容量       ： 6.5g  

◆特長 A：フェイスカラー 

・色味の異なる 4 色をブレンドすることで、自然な血色と立体感のある顔立ちに仕上げるフェイスカラーです。 

・チーク＆ハイライトがひとつになって、ニュアンスのある印象を演出します。 

・なめらかなパウダーが肌にぴったりフィットし、つけたての仕上がりが持続します。 

・無香料 

◆主な配合成分：パール CC パウダー*1、ビタミン E*2  

(青文字は、ミキモト コスメティックス オリジナル成分です) 

◆カラー詳細 

カメリア：溶け込むように肌になじんで、上気した肌のようないきいきとした血色感を演出する。 

 

◆販売名      ：ＭＣ リタッチパウダーＬＴＤ    ◆容量       ： 6.5g   

◆特長 B：リタッチパウダー 

・朝つけたての美しい仕上がりを簡単に再現できる、化粧直しパウダーです。 

・微粒子パウダーが密着して、キメ・毛穴を補正し、なめらかな仕上がりに。 

・厚く、粉っぽくならず、テカリや崩れのない美しい仕上がりが持続します。 

・仕上がりの好みに合わせて、二色ブレンドでも単色でもお使いいただけます。 

・無香料 

◆主な配合成分：パール CC パウダー*1、西河柳エキス MP*3、パールリフレクトパウダー*4、パールクリスタルパウダー*5、ソフトタッチオイル*6、

スクワラン*7、コーティングポリマー*8、ヒアルロン酸 Na*9、ビタミン E*2   (青文字は、ミキモト コスメティックス オリジナル成分です) 

◆カラー詳細 

ライトピンク：ふんわりと血色感のある明るい仕上がりに。  ライトオークル：肌色になじむ自然な仕上がりに。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 加水分解コンキオリン、サクシノイルアテロコラーゲン（保湿成分）、タルク（整肌成分）、ペンチレングリコール（保湿成分）、リン酸Ｋ（原料のｐＨ調整剤）、リン酸２Ｎａ（原料の

ｐＨ調整剤） ※2 トコフェロール（製品の酸化防止剤）※3 ギョリュウエキス（整肌成分）※4 加水分解コンキオリン、サクシノイルアテロコラーゲン（保湿成分）、塩化 Ca、塩化 Na、

塩化鉄、塩化 Mg(整肌成分)、合成フルオロフロゴパイト（光沢剤）、酸化チタン（着色剤）※5 真珠層末（整肌成分）※6 イソノナン酸イソトリデシル（保湿成分）※7 保湿成分 ※

8 ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン（化粧崩れ防止、保湿成分）※9 保湿成分 

12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水) 

クリスマスコフレ販売期間中に、店頭にて￥20,000 以

上お買い上げの方には限定のオリジナルイラストの金属

小物ケース＆カードスタンドをプレゼント！ 

A B 
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第１・第２共通！ 11/1(金)～12/25(水) 「ディープモイスチャーセット」  ◆セット価格：￥15,000‐（税抜） 

濃密なうるおいヴェールが肌をやさしく包みこみ、艶やかな肌へ導く保湿クリー

ム。しぼんだ印象の肌に、パールエッセンスシートを集中的にお使いいただくこと

で、翌朝には豊かなハリと弾力をもたらします。エイジングサインからお肌を守

り、艶やかな輝く肌へと導きます。 

 

◆キット内容： 

・ムーンパール バイタライジングクリーム   

・ミキモト コスメティックス パールエッセンスシート  

◆販売名      ：ムーンパール バイタライジングクリーム 

◆容量       ：30g 

◆特長 （ムーンパール バイタライジングクリーム） 

・なめらかでコクのある感触で肌に溶け込むようになじみ、つややかでしっとりした肌に整える保湿クリームです。 

・肌を潤いで包み込み、豊かなハリと弾力のある滑らかな肌へと導きます。 

・無香料・無着色・超純水使用・アレルギーテスト済み （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。） 

◆主な配合成分 

パールコンキオリンⓇ※1、パールコラーゲンⓇ※2、マリンハーブエキス MP※3、西河柳エキス MP※4、ナノテックカプセル‐VEA＜安定型レチノール＞

※5、ナノ CLC エマルション＜細胞間脂質類似成分＜コレステリック液晶＞※6、アセチルヒドロキシプロリン※7、ビタミン E※8
 

 

◆販売名      ：ミキモト コスメティックス パールエッセンスシート LCM 

◆容量       ：0.4g×6 枚 

◆特長 （ミキモト コスメティックス パールエッセンスシート） 

・肌の細胞間脂質構造と類似構造を持つオイル「コレステリック液晶ＬＣＭⓇ※9」と、３つのオリジナルの真珠や真珠貝由来成分※1※2※10 及び４つ

のビタミン※11 をカプセルに包み、肌を集中トリートし、ふっくらとしたハリのある艶やかな肌に整えるオイル状美容液です。 

・無香料・無着色・アレルギーテスト済み （全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。） 

◆主な配合成分 

パールコンキオリンⓇ※1、パールコラーゲンⓇ※2、浸透型パールコラーゲンⓇ※10、コレステリック液晶ＬＣＭⓇ※9 

青文字は、ミキモト コスメティックス オリジナル成分です。 

 

 

※1加水分解コンキオリン(保湿成分) ※2 サクシノイルアテロコラーゲン(保湿成分) ※3ヒバマタエキス（整肌成分）※4 ギョリュウエキス（整肌成分）※5水添レチノール（整肌成分）、

トコフェロール（製品の酸化防止剤）※6 オレイン酸ジヒドロコレステリル、オレイン酸フィトステリル、ノナン酸コレステリル、酪酸コレステリル、酪酸ジヒドロコレステリル、分岐脂肪酸（C10－

40）コレステロールエステルズ（エモリエント成分）※7 アセチルヒドロキシプロリン（エモリエント成分）、※8 トコフェロール（製品の酸化防止剤）※9 オレイン酸ジヒドロコレステリル、オレイン

酸フィトステリル、ノナン酸コレステリル、ヒドロキシステアリン酸コレステリル、酪酸コレステリル、酪酸ジヒドロコレステリル（保湿成分）※10 加水分解コラーゲン(保湿成分) ※11 ビタミンＡ誘

導体、ビタミンＢ群、ビタミンＥ：パルミチン酸レチノール（整肌成分）、パンテニルエチル（整肌成分）、ビオチン（整肌成分）、トコフェロール（製品の酸化防止剤） 
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【創業者】  御木本幸吉       【代表者】代表取締役社長 田中 利尚 

【設  立】 昭和 18 年 4 月 8 日              【従業員数】 約 240 名 

【事業内容】 医薬品、医薬部外品、化粧品、工業薬品、栄養食品の製造販売、OEM 事業 

【所在地】  《本社・工場》  三重県伊勢市黒瀬町 1425 

  《東 京》    東京都中央区銀座 6-16-12 丸高ビル 6F 

【関連会社】  株式会社ミキモト 

   株式会社御木本真珠島 

  【ＵＲＬ】      www.mikimoto-cosme.com 

≪御木本製薬株式会社 会社概要≫ 

御木本製薬株式会社 
マーケティング本部 PR 担当：岩本  

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-16-12 丸高ビル 6F 

 

◆掲載時のお問合せ先◆ 

ミキモト コスメティックス カスタマーセンター フリーダイヤル 0120-226810 

（平日 9:00～20:00  土・日・祝 9:00～17：00) 

www.mikimoto-cosme.com 

◆取材・掲載に関するお問合せ先◆ 

株式会社プリンコーポレーション 

 担当：長澤、矢吹、古茂田 

東京都港区南青山 5-10-6 テラアシオス表参道 6F  

TEL ： 03-5469-8226 FAX ： 03-5469-8227 E-mail ：info@prin-inc.co.jp 

ミキモト コスメティックス ギンザ ＜サロン・ド・ボーテ＞（東京・銀座）/日本橋 三越本店／小田急百貨店 新宿店／東武百貨店 

池袋店／東急百貨店渋谷本店／ミキモト真珠島 ミキモト コスメティックス カウンター／鳥羽国際ホテル ミキモト コスメティックス カウ

ンター、パールスパ バイ ミキモト コスメティックス（三重県鳥羽市）／NEMU RESORT パールスパ バイ ミキモト コスメティックス 

（三重県志摩市） 

http://www.mikimoto-cosme.com/

