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同じまつ毛の人なんていない。

同じ肌の人なんていない。

同じ顔の人なんていない。

だったら、みんな同じメイクじゃなくていい。

一人ひとりの肌やまつ毛に「なじむ」ファシオなら

他の誰でもない自分の美しさが、

どこまでもつづいてく。

肩の力を抜いて。軽やかに。

見た目だけでなく、内側からヘルシーにいこう。

自分らしい。それがいちばん、美しいのだから。

ありのままの美しさとチャーミングを実現する

新ファシオ、デビュー。

BRAND  CONCEPT

なじむ、らしさ、つづく。





ABOUT  FASIO

もう、つづくだけでは物足りない。

つづくのは当たり前。負担感なくやさしい、時間がたってもわたしになじんだまま。

【ロゴ】

無駄なくシンプルに、かつ、スマートフォンなどの小さい画面でも読みやすく設計。

少しだけ太さをだすことで、ヘルシーでチャーミングなブランドの世界観を表現しています。

【パッケージ】

なじみつづく処方

デザインについて

参考資料

【なじむ】

・フェザーフィット成分配合

負担感のない軽いつけ心地と密着性の高さを両立した成分。

肌と一体化したようにメイクがなじみます。

・時間がたっても悪くずれしない

・肌から浮きにくい色設計

【つづく】

・汗、涙、皮脂に強い

・10時間化粧もち※データ取得（一部商品を除く）

※当社調べ。個人差があります。

【やさしい】

・5 種のオーガニック植物抽出成分配合

・フリー処方（一部商品を除く）

NEW NEW

参考資料は、商品理解をより深めていただく内容であり、医薬品医療機器等法（旧薬事法）に抵触する表現が含まれている場合がございます。予めご了承ください。お取り扱いをご希望の際は、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株式会社 コーセー  宣伝部 PR課  TEL.03-3273-1519（直通） FAX.03-3281-5902  〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

容器：少しくすんだ色あいで、見ているだけで心地よく、リラックスできる雰囲気を演出。

　　　持ちやすく、握りやすい。ポーチの中でもすぐに見つけられる、機能的な形状です。

外箱：それぞれの色からグレーへのグラデーションで、

         わたしらしさを大事にしながらも日々変化していく様子を表現しています。
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時間が過ぎても、まつ毛がくるんとはね上がっていたら、

きっとチャーミング。

ホットカーラーをほどこしたように

きれいなカールがマスカラで作れたら、やっぱりうれしい。

新しくなったファシオのマスカラには「パーマネントカール成分」を配合。

ダマにならず、まつ毛 1 本 1 本が自然にセパレートし、

美しいカールをキープ。

さらに、すべてのアイテムに

“なじみつづく処方”が用いられているから、

まつ毛にやさしくなじみ、こころにもやさしい。

まつ毛と一体化するようなマスカラで、

わたしらしく、目もとを楽しんでみませんか。

パーマネントカール

MASCARA  CONCEPT

PERMANENT CURL



お湯オフ ウォーター
プルーフ

マスカラ
ベース

マスカラ
ベース

お湯オフ

ケア効果

ABOUT MASCARA

まつ毛を上向きにしっかりと固めるホールド力と、

１日１万回以上の瞬きに耐える柔軟性を兼ね備えた成分で、高いカールキープ力をかなえます。

マスカラ ラインアップ

高いカールキープ力をかなえる「パーマネントカール成分」を新配合。

参考資料

参考資料は、商品理解をより深めていただく内容であり、医薬品医療機器等法（旧薬事法）に抵触する表現が含まれている場合がございます。予めご了承ください。お取り扱いをご希望の際は、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株式会社 コーセー　宣伝部　PR課  TEL.03-3273-1519（直通） FAX.03-3281-5902  〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

パーマネント
カール成分

まつ毛への付着性が高い植物性ワックス
に、べたつかずなめらかにのび広がるヒマ
ワリ種子油をブレンド。しっかりと固める
ホールド力はもちろん、柔軟性が付与され、
べたつかずなめらかな化粧膜を実現。

特長膜の均一性
（なめらかさ）

ホールド力 柔軟性

○ ○ ○

マスカラの機能で求めること ※2019 年ファシオブランド調査　N=74 9

カールキープ パンダ目知らず 涙に強い ウォータープルーフ 水に強い 汗に強い 皮脂に強い こすれプルーフ 皮脂プルーフ

29歳以下

30 代

40 代

従来のワックスだと、カール力はあるが膜がゴワついたり、膜は均一だがカールがくずれ

やすかったりすることが多かった。新しくなったファシオは、「パーマネントカール成分」

により、つけたての上向きカールをきっちりキープ。膜にツヤもあたえ、ダマづきすること

なく、自然にセパレート。まつ毛 1本 1 本に美しいカールをもたらします。

お湯オフ お湯オフ
マスカラ
専用

リムーバー
ウォーター
プルーフ

ウォーター
プルーフ

29歳以下は、

カールキープ力とラスティング力を

重視していることが分かる。

意識調査

パーマネントカール
マスカラF（ロング）

パーマネントカール
フィクサーF

パーマネントカール
フィクサーWP

パーマネントカール
ケア マスカラ

マスカラ リムーバー
パーマネントカール
マスカラF（ボリューム）

パーマネントカール
マスカラWP（ボリューム）

パーマネントカール
マスカラWP（ロング）
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お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/

どんなまつ毛も、ずっと上向く。

しなやかなロングカールがつづくのにお湯でオフ。

2021年 5月16日発売

7g  2色  参考小売価格  各1,320 円（税抜 1,200 円）
ファシオ  パーマネントカール マスカラ Ｆ （ロング）

〈 商品特長 〉

● チャーミングな魅力にあふれたカールと、自然なロング効果で、欲しかった美しいまつ毛をかなえます。
● 何度塗っても重たくならず、好みに合わせたセパレートロングまつ毛がつづきます。
● ウルトラロングラッシュファイバー配合。表面の凹凸が、まつ毛にしっかりと付着。時間がたっても繊維が落ちてきません。
　また、長さの異なる繊維同士がまつ毛に綺麗に重なるため、塗布する度に自然にまつ毛が長くなったような仕上がりを
　実現します。
● パーマネントカール成分配合。強度のある植物性ワックスが、つけたてのカールをきっちりキープ。
　自然なツヤ感をあたえながら、上向きカールを持続させます。
● お湯で簡単にオフ。
　涙ストロング成分配合。涙などの水による化粧くずれはしっかりと防ぎながら、ぬるま湯で構造がくずれる成分のため、
　お湯でするんと負担感なく落とせます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。つけている感じがしない、ふわっと軽い使用感。
　　　　一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：涙・皮脂・こすれに強く、カールが 1 日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● 鉱物油フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● パーマネントカール成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。
　パーマネントカール成分はヒマワリ種子油・カルナウバロウ。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。ウルトラロングラッシュファイバーは PET。涙ストロング成分は（アクリレーツ/ アクリル酸エチルヘキシル）コポリマー。

〈 使 用方法〉

● まつ毛を持ち上げるように塗布します。
　※落とすときは、ぬるま湯をしばらくなじませ、指先でまつ毛をやさしくなでるようにしてください。

 01ブラック 02ブラウン
  ☆メインカラー

お湯オフ
涙・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分
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お湯オフ

どんなまつ毛も、ずっと上向く。

自然なボリュームカールがつづくのにお湯でオフ。

2021年 5月16日発売

7g  2色  参考小売価格  各1,320 円（税抜 1,200 円）
ファシオ  パーマネントカール マスカラ Ｆ （ボリューム）

〈 商品特長 〉

● チャーミングな魅力にあふれたカールと、自然なボリューム効果で、欲しかった美しいまつ毛をかなえます。
● 何度塗っても重たくならず、好みに合わせてボリュームアップ。ダマづきせず、なめらかにのび広がるため、
　重ねる度にまつ毛 1本 1本が太く・長くなったような仕上がりを実現しました。
● パーマネントカール成分配合。強度のある植物性ワックスが、つけたてのカールをきっちりキープ。
　自然なツヤ感をあたえながら、上向きカールを持続させます。
● お湯で簡単にオフ。
　涙ストロング成分配合。涙などの水による化粧くずれはしっかりと防ぎながら、ぬるま湯で構造がくずれる成分のため、
　お湯でするんと負担感なく落とせます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。つけている感じがしない、ふわっと軽い使用感。
　　　　一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：涙・皮脂・こすれに強く、カールが 1 日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● 鉱物油フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● パーマネントカール成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。パーマネントカール成分はヒマワリ種子油・カルナウバロウ。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。涙ストロング成分は（アクリレーツ/ アクリル酸エチルヘキシル）コポリマー。

〈 使 用方法〉

● まつ毛を持ち上げるように塗布します。
　※落とすときは、ぬるま湯をしばらくなじませ、指先でまつ毛をやさしくなでるようにしてください。

 01ブラック 02ブラウン

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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涙・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分



どんなまつ毛も、ずっと上向く。
しなやかなロングカールがつづいて、
ウォータープルーフなのに、いつものクレンジングでオフ。

2021年 5月16日発売

7g  2色  参考小売価格  各1,320 円（税抜 1,200 円）
ファシオ  パーマネントカール マスカラ WP （ロング）

〈 商品特長 〉

● チャーミングな魅力にあふれたカールと、自然なロング効果で、欲しかった美しいまつ毛をかなえます。
● 何度塗っても重たくならず、好みに合わせたセパレートロングまつ毛がつづきます。
● ウルトラロングラッシュファイバー配合。表面の凹凸が、まつ毛にしっかりと付着。時間がたっても繊維が落ちてきません。
　また、長さの異なる繊維同士がまつ毛に綺麗に重なるため、塗布する度に自然にまつ毛が長くなったような仕上がりを実現します。
● パーマネントカール成分配合。強度のある植物性ワックスが、つけたてのカールをきっちりキープ。
　自然なツヤ感をあたえながら、上向きカールを持続させます。
● ウォータープルーフタイプでありながらクレンジングで簡単オフ。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。つけている感じがしない、ふわっと軽い使用感。
　　　　一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ。涙・皮脂・こすれに強く、カールが 1日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / パラベンフリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● パーマネントカール成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。パーマネントカール成分はヒマワリ種子油・カルナウバロウ。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。ウルトラロングラッシュファイバーは PET。皮脂プルーフ成分はトリメチルシロキシケイ酸。

〈 使 用方法〉

● まつ毛を持ち上げるように塗布します。
　※落とすときは、ファシオ  マスカラ リムーバーをおすすめします。

 01ブラック 02ブラウン

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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涙・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分



どんなまつ毛も、ずっと上向く。
自然なボリュームカールがつづいて、
ウォータープルーフなのに、いつものクレンジングでオフ。

2021年 5月16日発売

7g  2色  参考小売価格  各1,320 円（税抜 1,200 円）
ファシオ  パーマネントカール マスカラ WP （ボリューム）

〈 商品特長 〉

● チャーミングな魅力にあふれたカールと、自然なボリューム効果で、欲しかった美しいまつ毛をかなえます。
● 何度塗っても重たくならず、好みに合わせてボリュームアップ。ダマづきせず、なめらかにのび広がるため、
　重ねる度にまつ毛 1本 1本が太く・長くなったような仕上がりを実現しました。
● パーマネントカール成分配合。強度のある植物性ワックスが、つけたてのカールをきっちりキープ。
　自然なツヤ感をあたえながら、上向きカールを持続させます。
● ウォータープルーフタイプでありながらクレンジングで簡単オフ。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。つけている感じがしない、ふわっと軽い使用感。
　　　　一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ。涙・皮脂・こすれに強く、カールが 1日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / パラベンフリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● パーマネントカール成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。パーマネントカール成分はヒマワリ種子油・カルナウバロウ。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。皮脂プルーフ成分はトリメチルシロキシケイ酸。

〈 使 用方法〉

● まつ毛を持ち上げるように塗布します。
　※落とすときは、ファシオ  マスカラ リムーバーをおすすめします。

 01ブラック 02ブラウン
☆サブカラー

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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涙・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分



お湯オフ

マスカラ前に、ニュアンスしこむの。

自然なボリュームカールが作れるマスカラベース。

2021年 5月16日発売

7g  参考小売価格  1,210 円（税抜 1,100 円）
ファシオ  パーマネントカール フィクサー F

〈 商品特長 〉

● チャーミングな魅力にあふれたカールと、自然なボリューム効果で、欲しかった美しいまつ毛をかなえる
　マスカラベースです。
● まつ毛をコーティングする成分がまつ毛表面を平滑にするため、次に使うマスカラのつきをアップ。
　ボリュームのあるまつ毛へみちびきます。
● マスカラとしても使用できます。
● パーマネントカール成分配合。強度のある植物性ワックスが、つけたてのカールをきっちりキープ。
　自然なツヤ感をあたえながら、上向きカールを持続させます。
● お湯で簡単にオフ。
　涙ストロング成分配合で、涙などの水による化粧くずれはしっかりと防ぎながら、
　ぬるま湯で構造がくずれる成分のため、お湯でするんと負担感なく落とせます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。つけている感じがしない、ふわっと軽い使用感。
　　　　一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：涙・皮脂・こすれに強く、カールが 1日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● 鉱物油フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● パーマネントカール成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。パーマネントカール成分はヒマワリ種子油・カルナウバロウ。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。涙ストロング成分は（アクリレーツ/ アクリル酸エチルヘキシル）コポリマー。

〈 使 用方法〉

● お湯で落ちるタイプのマスカラをつける前にお使いください。
● まつ毛を持ち上げるように塗布します。
　※落とすときは、ぬるま湯をしばらくなじませ、指先でまつ毛をやさしくなでるようにしてください。 01レッドブラック

  ☆メインカラー

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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涙・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分



マスカラ前に、ニュアンスしこむの。

しなやかなロングカールが作れるマスカラベース。

2021年 5月16日発売

6g  参考小売価格  1,210 円（税抜 1,100 円）
ファシオ  パーマネントカール フィクサー WP

〈 商品特長 〉

● チャーミングな魅力にあふれたカールと、自然なロング効果で、欲しかった美しいまつ毛をかなえる
　マスカラベースです。
● 重ねるほどに 1 本 1 本の繊維が自然にのび、好みの長さを実現します。ウルトラロングラッシュファイバーに加え、
　3 種の長さの異なる繊維を配合。抜群のロング効果で、重ねる度にまつ毛をのばします。
　また繊維同士がバラバラとまつ毛に密着しないため、どのマスカラを重ねても均一に塗布できます。
● マスカラとしても使用できます。
● パーマネントカール成分配合。強度のある植物性ワックスが、つけたてのカールをきっちりキープ。
　自然なツヤ感をあたえながら、上向きカールを持続させます。
● ウォータープルーフタイプでありながらクレンジングで簡単オフ。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。つけている感じがしない、ふわっと軽い使用感。
　　　　一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ。涙・皮脂・こすれに強く、カールが 1 日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / パラベンフリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● パーマネントカール成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。パーマネントカール成分はヒマワリ種子油・カルナウバロウ。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。ウルトラロングラッシュファイバーは PET。皮脂プルーフ成分はトリメチルシロキシケイ酸。

〈 使 用方法〉

● ウォータープルーフタイプのマスカラをつける前にお使いください。
● まつ毛を持ち上げるように塗布します。
　※落とすときは、ファシオ  マスカラ リムーバーをおすすめします。01レッドブラック

  ☆サブカラー

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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涙・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分



お湯オフ 美容液
74％配合

さりげないツヤ。美容液じたてのすっぴん風カール。

美容液 74%＊配合のケアするマスカラ。

2021年 5月16日発売

7g  参考小売価格  1,320 円（税抜 1,200 円）
ファシオ  パーマネントカール ケア マスカラ

〈 商品特長 〉

● 美容液 74％＊配合のさりげないツヤ感。すっぴん風まつ毛をかなえる美容液マスカラです。＊粉体・被膜剤を除くエマルジョン
● 塗布後は、均一な膜を形成。光をきれいに反射させることで自然なツヤ感をかなえます。
● パーマネントカール成分配合。強度のある植物性ワックスが、つけたてのカールをきっちりキープ。
　自然なツヤ感をあたえながら、上向きカールを持続させます。
● お湯で簡単にオフ。
　涙ストロング成分配合。涙などの水による化粧くずれを防ぎながら、ぬるま湯で構造がくずれる成分なので
　お湯でするんと負担感なく落とせます。

　なじみつづく処方
なじみ：フェザーフィット成分配合。つけている感じがしない、ふわっと軽い使用感。
　　　　一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：涙・皮脂・こすれに強く、カールが 1 日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● 鉱物油フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● パーマネントカール成分
● まつ毛保護成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。パーマネントカール成分はヒマワリ種子油・カルナウバロウ。
　まつ毛保護成分はパンテノール・ツバキ種子油・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム。フェザーフィット成分はラウロイルリシン。
　涙ストロング成分は（アクリレーツ/ アクリル酸エチルヘキシル）コポリマー。

〈 使 用方法〉

● まつ毛を持ち上げるように塗布します。
　※落とすときは、ぬるま湯をしばらくなじませ、指先でまつ毛をやさしくなでるようにしてください。

 01ネイビーブラック

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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涙・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分



まつ毛にやさしく、するりとオフ。

ウォータープルーフタイプ & お湯オフタイプにも使えるリムーバー。

6.5mL  参考小売価格   924 円（税抜 840 円）

2021年 5月16日発売

ファシオ  マスカラ リムーバー

〈 商品特長 〉

● こすらずにやさしく使える。ウォータープルーフのマスカラもするんと落とせるマスカラ専用リムーバーです。
● お湯で落とすタイプのマスカラにも使用できます。
● まつ毛への付着性が高いオイルを配合。まつ毛へしっかりとどまり、リムーブ効果を発揮します。
● 粘度があるオイルを配合。リムーバー液が目に入りにくい設計です。
● 5 種のオーガニック植物抽出成分配合 / アルコール（エチルアルコール）フリー / パラベンフリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● イージーリムーブ成分
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。イージーリムーブ成分はイソドデカン。

〈 使 用方法〉

● コームでまつ毛の根もとから毛先までムラなく塗布します。
● 1 分くらいおいてから、コットンでまつ毛を軽くつまむようにして落としてください。
● 使用後は、通常のクレンジング・洗顔をおこなってください。

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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アルコール
フリー

パラべン
フリー

5種の
オーガニック
植物抽出成分





いつでも、どこでも、どこにでも。

思うままにわたしを魅せたいから。

頬にぽわっと血色感を仕込んだり、

目もとに着る服と同系色をのせたり、

口もとに今日のラッキーカラーをひいたり。

このスティックひとつあれば、全部インスピレーションで OK。

ファシオのマルチスティックは

色味をのせながらも、こすれにも強い。

“なじみつづく処方”が用いられているから、

頬・目もと・唇に心地よく、溶け込むようになじんで持続。

肌にやさしくなじみ、わたしにもやさしい。

いまの気持ちとシンクロさせながらメイクできるから、

お守りのように、いつもそばにおきたくなる。

マルチチャーム

MULTI FACE STICK CONCEPT

MULTI CHARM



ぽわ。好きなパーツに気分でなじませて。

頬・目もと・唇にさっと色をまとえるマルチスティック。

2021年 5月16日発売

4g  10 色  参考小売価格  各 990 円（税抜 900 円）
ファシオ  マルチフェイス スティック

〈 商品特長 〉

● これ 1 本で頬・目もと・唇をさっと彩るマルチスティックです。いつでもどこでも簡単に塗れて、ぼかせます。
● タッチプルーフ成分配合。動きに強い膜を形成するため、こすれに強く、化粧もちにすぐれています。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽い使用感でサラサラの質感を実現。
　　　　肌と一体化したようにメイクがなじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ＆タッチプルーフ。汗・皮脂・こすれに強く、色が 1日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / パラベンフリー / 防腐剤フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。フェザーフィット成分は窒化ホウ素。
　皮脂プルーフ成分はシリカ。タッチプルーフ成分はポリエチレン。

〈 使 用方法〉

● 5mmくらいくり出して塗布し、指先でぼかします。
　※出しすぎたり、強い衝撃や力を加えると折れたり抜けることがあります。

● 細かい部分につける場合は、指先に適量をとってからなじませてください。

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
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汗・皮脂
こすれに強い

5種の
オーガニック
植物抽出成分



0１ Perfect Smile
  鮮やかな発色のレッド

☆サブカラー

06 Mint Sparkle
  繊細なパールが煌めくミントカラー

☆サブカラー

02  Baby Cheek
  ほんのり色づくミルキーピンク

07  Icy Lemon
  繊細なパールが煌めくパステルイエロー

03  Ms. Pink
  ゴールドパールが輝くサーモンピンク

☆メインカラー

08  Caramel Kiss
  ヘルシーなブラウンベージュ

04  Perfect Peach
  ビビッドなオレンジ

09  Glowy Veil
  肌なじみのよい繊細なパールが艶めく

グロウなヌーディーベージュ
☆サブカラー

05  Fresh Berry
  青みがかったベリーピンク

10  Violet Aurora
  ブルーやピンクパールが艶めく

グロウなパープル
☆メインカラー

グロッシータイプ

※03・06・07・09・10 : パール配合

18

グロッシータイプ



メイクは、やっぱり肌を隠すことになるのかな。

肌は、本当は苦しいのかな。

そんな風に感じたこと、ありませんか。

だったら、ベースメイクの考え方を変えてみる。

下地はスキンケアのように。

ファンデにカバー力は求めない。

肌のトーンが均一に整えばいい。

新しくなったファシオのベースメイクは、

狙い通り、そして空気のように、軽やかに仕上げられる

わたしの肌ファースト主義。

そして “なじみつづく処方”が用いられているから、

頬や目のまわりにも、溶け込むようになじんで持続する。

肌にやさしくなじみ、わたしにもやさしい。

感じたことのない自由。なんでもできそうな気分。

マインドまでヘルシーに輝きはじめる。

エアリーステイ

BASE MAKEUP CONCEPT

AIRY STAY



イメージ図

ABOUT BASE MAKEUP

10 代・20 代のベースメイクへの考え方 ※19年度 10 代・20 代メイク調査

肌との親和性が良く、メイクが肌になじみます。

ファシオのベースメイク

ベースメイク共通 スキンペアリング成分 新感覚！ エアリーステイ リキッドの特長

参考資料

参考資料は、商品理解をより深めていただく内容であり、医薬品医療機器等法（旧薬事法）に抵触する表現が含まれている場合がございます。予めご了承ください。お取り扱いをご希望の際は、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課  TEL.03-3273-1519（直通） FAX.03-3281-5902  〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

下地≒スキンケア
●ファンデは肌に悪いので、その前に 1枚膜を作りたい

ファンデにカバー力は求めない
●厚塗りに見せたくないため、カバーしすぎはＮＧ

●あくまで肌のトーンや色味を整え均一な肌に見せるために使用したい
●気になる部分はコンシーラーでカバーすれば良い

負担感がないこと◎ / スキンケアタッチ◎

肌とベースメイクの一体感◎ / なじみの良さ◎

下地
〈スキンケア感〉

肌へのやさしさ

肌なじみ

ファンデーション
〈色の均一性・薄膜感〉

コンシーラー
〈カバー力〉

パウダー
〈くずれ防止〉

10 代・20 代が各アイテムに求める基本機能

ファシオオリジナル「なじみつづく処方」　

＋

持続性

肌のキメや凹凸に

リキッドが凝集している。

肌なじみが良く

薄膜で均一性がある。

一般的なリキッドファンデーション エアリーステイ リキッド

膜塗布

人工皮膚 軽くのび広がるオイルを自社最高量配合。
塗布後は均一で薄膜な化粧膜を形成するため

肌上でのばすと肌と一体化して消えるような感触を実現。
さらに、皮脂プルーフ成分やラスティングキープ成分が、

耐水性、耐皮脂性を付与することで、
薄膜なのにラスティングを兼ね備えたファンデーションをかなえました。

ラスティングキープ成分 　 色ムラ＆凹凸カバー、皮脂固化

スキンペアリング成分 　肌色補正、カバー力、密着力

タッチプルーフ成分 　 肌色補正、二次付着レス

シリコーンゲル   ソフトフォーカス効果、やわらかいタッチ

フェザーフィット成分　 ソフトフォーカス効果、
　　　　　　　　　　凹凸補正効果、皮脂吸着効果

皮脂プルーフ成分    耐汗・皮脂性、化粧持続性、
　　　　　　　　  あと肌のベタつき防止

意識調査

意識の変化①

意識の変化②

20



新感覚。すうっと溶け込むようになじんで、肌と一体化。

自然な美膜つづくリキッドファンデ。

2021年 5月16日発売

30g  3 色  参考小売価格  各1,760 円（税抜 1,600 円）
ファシオ  エアリーステイ リキッド

〈 商品特長 〉

● 肌と一体化して、溶け込むようになじむ新感覚のリキッドファンデーションです。
　負担感のない軽いヴェールがすっと肌になじんで、自然な美肌を長時間持続させます。
● さらさらと軽いオイルを自社最高量配合。薄膜で軽やかにのび広がるため、気になる部分への重ねづけも
　テクニックレスで簡単に仕上げます。
● 粉感ゼロのセミマットな仕上がり。2 種のゲルを配合することで、やわらかな膜を形成し、粉っぽさを軽減します。
● 皮脂誘導固化システムを採用。皮脂を化粧膜表面に逃さず、固化・吸着させることでつけたての美しさを保ちます。
● スキンペアリング成分配合。肌との親和性・密着性が高く、肌との一体感を演出します。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ & タッチプルーフ。汗・皮脂に強く、つけたての美しさが 1日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● パラベンフリー / 防腐剤フリー / 無香料
● アレルギーテスト済み / ノンコメドジェニックテスト済み / パッチテスト済み
　※すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きないというわけではありません、コメドが（ニキビのもと）できないというわけではありません。

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● スキンペアリング成分（密着性アップ）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。スキンペアリング成分はレシチン・酸化チタン。
　フェザーフィット成分はシリカ。皮脂プルーフ成分はトリフルオロアルキルジメチルトリメチルシロキシケイ酸。タッチプルーフ成分は酸化鉄・酸化チタン・ジメチコン。

〈 使 用方法〉

● 化粧下地で肌をととのえたあと、キャップをしめたまま、上下によく振ってから、
　手のひらに適量をとり、顔全体にムラなくのばします。重ねづけするとカバー効果が高まります。

 405ライトオークル 410 オークル
☆標準色

415 ヘルシーオークル

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
21

SPF30
PA+++

5種の
オーガニック
植物抽出成分



テカらせない、くずれない。

スキンケアみたいに軽やかな化粧下地。

2021年 5月16日発売

30g  参考小売価格  1,100 円（税抜 1,000 円）
ファシオ  エアリーステイ オイルブロッカー

〈 商品特長 〉

● スキンケアのように肌にすっとなじんでテカリ・くずれのない美肌に仕上げる化粧下地です。
● 皮脂を取り込む粉体と皮脂を固化する粉体により、皮脂が発生しても化粧膜がくずれません。
● 肌に負担感なく、スキンケアタッチで心地よく使用できます。
● スキンペアリング成分配合。肌との親和性・密着性が高く、肌との一体感を演出します。
● 紫外線や大気中の微粒子 ( 花粉・ちり・ほこりなど ) から肌をまもります。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクがなじみます。
　　　　/肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ & タッチプルーフ。汗・皮脂に強く、つけたての美しさが 1日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● パラベンフリー / 鉱物油フリー / 無香料 /
● アレルギーテスト済み / ノンコメドジェニックテスト済み / パッチテスト済み
　※すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きないというわけではありません、コメドが（ニキビのもと）できないというわけではありません。

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● スキンペアリング成分（密着性アップ）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。スキンペアリング成分はセラミドNG・酸化チタン。
　フェザーフィット成分はシリカ。皮脂プルーフ成分は酸化亜鉛。タッチプルーフ成分はジメチコン・シリカ・マイカ。

〈 使 用方法〉

● ファンデーションの前に、キャップをしめたまま、必ず上下によく振ってからお使いください。
● 手のひらに適量をとり、顔全体にムラなく均一にのばします。
　※小鼻・目や口のまわりには、薄くのばしてください。つけすぎは、ファンデーションがムラにつく原因になります。

01 ピンクベージュ

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
22

SPF50＋
PA+++＋

5種の
オーガニック
植物抽出成分



ウォーター
プルーフ

ぴたっとフィット。自然にカバー。

ヘルシーな美肌づくりのキーアイテムなコンシーラー。

2021年 5月16日発売

1.5g  3種  参考小売価格  各1,100 円（税抜 1,000 円）
ファシオ  エアリーステイ コンシーラー

〈 商品特長 〉

● ぴたっとフィット。自然にカバーするコンシーラーです。
● 粘度の高いペースト状のオイル成分を多く配合することで、肌への密着性をより高めます。
● 厚塗り感がないのに、しっかりと気になる肌悩みをカバーします。
● スキンペアリング成分配合。肌との親和性・密着性が高く、肌との一体感を演出します。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ & タッチプルーフ。汗・皮脂に強く、つけたての美しさが 1日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 鉱物油フリー / パラベンフリー / 無香料
● アレルギーテスト済み / ノンコメドジェニックテスト済み / パッチテスト済み
　※すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きないというわけではありません、コメドが（ニキビのもと）できないというわけではありません。

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● スキンペアリング成分（密着性アップ）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。フェザーフィット成分は窒化ホウ素。
　スキンペアリング成分はラウロイルジグルタミン酸 (フィトステリル/オクチルドデシル )。皮脂プルーフ成分はシリカ。タッチプルーフ成分はポリエチレン。

〈 使 用方法〉

● 下の色を指先に少量とり、気になる部分にのせてカバーします。
● 上の色を重ねて肌となじませます。

 01 ベージュ・グリーンベージュ
ニキビ隠し
☆メインカラー

02 ベージュ・オレンジベージュ
クマ隠し

03ベージュ・ダークベージュ
シミ・ソバカス隠し
☆サブカラー

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
23

SPF12
PA+++

5種の
オーガニック
植物抽出成分



ふわっと軽やか自然な仕上がり。

淡い透明ヴェールをかけたような、さらさらなじみパウダー。

2021年 5月16日発売

10g  2 色  参考小売価格  各1,540 円（税抜 1,400 円） ※ケース・パフ付き
詰替え用《レフィル》もあります。

ファシオ  エアリーステイ パウダー

〈 商品特長 〉

● ふんわり軽く、透明感のある仕上がりをかなえるフェイスパウダーです。テカリ・くずれのないさらさら美肌をかなえます。
● しっとりとした感触なのに、ヨレにくく、つけたての美しさがつづきます。
● スキンペアリング成分配合。肌との親和性・密着性が高く、肌との一体感を演出します。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクがなじみます。
　　　　/肌になじむ色設計
つづく：皮脂プルーフ & タッチプルーフ。汗・皮脂に強く、つけたての美しさが 1日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 鉱物油フリー / パラベンフリー / 無香料
● アレルギーテスト済み / ノンコメドジェニックテスト済み / パッチテスト済み
　※すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きないというわけではありません、コメドが（ニキビのもと）できないというわけではありません。

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
● スキンペアリング成分（密着性アップ）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。スキンペアリング成分はヒドロキシアパタイト・炭酸Ｃａ。
　フェザーフィット成分はコーンスターチ・ステアリン酸亜鉛。皮脂プルーフ成分はステアリン酸・セルロース。タッチプルーフ成分はトリエチルヘキサノイン・マイカ・
　ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル・ジメチコン・水添パーム核油・イソステアリン酸水添ヒマシ油・トリ（カプリル酸 /カプリン酸 /ミリスチン酸 /ステアリン酸）グリセリル。

〈 使 用方法〉

● ベースメイクの仕上げや外出先での化粧なおしにお使いください。
● 化粧なおしのときは、ティッシュペーパーなどで汗や余分な皮脂をおさえてから、パフに少量ずつとってのばしてください。

01 ピンクベージュ 02 ベージュ
☆メイン・サブカラー

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
24

SPF15
PA++

5種の
オーガニック
植物抽出成分

汗・皮脂に
強い



繊細な眉が 1 日つづく 1.5ｍｍの細芯。

なめらかなタッチで、ストレスフリーなアイブロウペンシル。

2021年 5月16日発売

0.07g  3 色  参考小売価格  各 605 円（税抜 550 円）
ファシオ  アイブロウ ペンシル

〈 商品特長 〉

● 1.5mm の細芯で、なめらかに描けるアイブロウペンシルです。
　自眉のように 1 本 1 本簡単に描けるため、繊細で自然な仕上がりです。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、1度描いた眉毛が 1日中つづきます。
● タッチプルーフ成分配合。肌上に柔軟な膜を形成するため、こすれにも強いです。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ＆タッチプルーフ。汗・皮脂・こすれに強く、つけたての美しい眉が
　　　　1日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 合成界面活性剤フリー / パラベンフリー / 防腐剤フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　５種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。フェザーフィット成分は窒化ホウ素。
　カラーステイ成分はリンゴ酸ジイソステアリル。皮脂プルーフ成分は合成金雲母。タッチプルーフ成分は（アクリレーツ/ アクリル酸ステアリル/メタクリル酸ジメチコン）コポリマー。

〈 使 用方法〉

● 使いはじめは数回軸を回転させ、2mmくらいくり出して、眉毛を 1本 1本かき足すように描いてください。
　※芯を出しすぎたり、落下や衝撃により折れることがあります。

 01グレー 02ブラウン 03ライトブラウン

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
25

5種の
オーガニック
植物抽出成分

汗・皮脂
こすれに強い



なめらかペンシルと、ふんわりパウダーが 1 本に。

やさしい印象の自然な眉が、イージーに描けてずっとつづく。

2021年 5月16日発売

0.4g  3 色  参考小売価格  各1,210 円（税抜 1,100 円）
ファシオ  ペンシル & パウダー アイブロウ

〈 商品特長 〉

● なめらかペンシル＆ふんわりパウダーでやさしく自然な眉に仕上げます。
　ペンシルとパウダーどちらにもペースト状のオイルを配合しているため、なめらかに描くことができます。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、1度描いた眉毛が 1日中つづきます。
● 発色が高く化粧もちが良いため、眉尻まできれいなラインがつづきます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ＆タッチプルーフ。汗・皮脂・こすれに強く、
　　　　つけたての美しい眉が 1 日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 鉱物油フリー / パラベンフリー / 防腐剤フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。フェザーフィット成分はセルロース。
　カラーステイ成分はジメチコン。皮脂プルーフ成分はシルク。タッチプルーフ成分はトリメチルシロキシケイ酸。

〈 使 用方法〉

● 芯を２ｍｍくらいくり出し、眉尻側の眉を描いたあと、パウダーで眉頭からふんわりとぼかします。

 01グレー 02ブラウン
 ☆メインカラー

03ライトブラウン

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902
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5種の
オーガニック
植物抽出成分

汗・皮脂
こすれに強い



02ブラウン 03ライトブラウン

繊細リキッドと、ふんわりパウダーが 1 本に。

立体感のある自然な眉が、イージーに描けてずっとつづく。

2021年 5月16日発売

0.8g  2 色  参考小売価格  各1,210 円（税抜 1,100 円）
ファシオ  リキッド & パウダー アイブロウ

〈 商品特長 〉

● 繊細リキッド＆ふんわりパウダーで立体感のある自然な眉に仕上げます。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、1度描いた眉毛が 1日中つづきます。
● 発色が高く化粧もちが良いため、眉尻まできれいなラインがつづきます。
● リキッド：水分が蒸発した際に、カラーステイ成分やタッチプルーフ成分が 1つの連続した膜を形成。
　持続力がアップします。また、コシのある平筆が筆の向きを変えることで、自在なラインを引くことができます。
　パウダー：パウダーをオイルコーティング。くすみにくく、つけたての色が持続します。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ＆タッチプルーフ。汗・皮脂・こすれに強く、
　　　　つけたての美しい眉が 1 日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 鉱物油フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）＊パウダー
　5 種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。
　フェザーフィット成分は合成フルオロフルゴパイト。カラーステイ成分と皮脂プルーフ成分は（ジビニルジメチコン/ジメチコン）コポリマー・アクリレーツコポリマーアンモニウム。
　タッチプルーフ成分は（ジメチコン/ビニルジメチコン）クロスポリマー・アクリレーツコポリマーアンモニウム。

〈 使 用方法〉

● リキッドで眉尻側の眉を描いたあと、パウダーで眉頭からふんわりとぼかします。
　※リキッドは薄づきで繊細に描けます。重ねづけでお好みの濃さに調節してください。

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902
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5種の
オーガニック
植物抽出成分

汗・皮脂
こすれに強い



ウォーター
プルーフ

A
下地

B C

下地をしこんでしっかりフィット。

自然なふわ眉と、化粧もちが同時にかなう。

2021年 5月16日発売

2.5g  2 種  参考小売価格  各1,430 円（税抜 1,300 円）
ファシオ  アイブロウ ベース & パウダー

〈 商品特長 〉

● 下地つきでパウダーがフィット。やさしいふんわり眉に仕上げます。
● 肌への密着性が高い成分配合の下地が、肌や毛にしっかりフィットすることで、高い化粧もち効果が実現しました。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、1度描いた眉毛が 1日中つづきます。
● 発色が高く化粧もちが良いため、眉尻まできれいなラインがつづきます。
● ブラシ付き

 なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ＆タッチプルーフ。汗・水・皮脂・こすれに強く、
　　　　つけたての美しい眉が 1日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分
● アルコール（エチルアルコール）フリー / パラベンフリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。カラーステイ成分はイソステアリン酸デキストリン。皮脂プルーフ成分はナイロン-12。タッチプルーフ成分はステアリン酸亜鉛。

〈 使 用方法〉

● A を指先に少しずつとり、眉を描きたい部分にムラなくつけます。
● B・C をブラシにとり、眉毛を描き足すように描きます。眉尻は細いブラシ、
　眉頭は太いブラシでお使いください。
● 髪色に合わせてお好みで混ぜてお使いください。

 01ブラウン 02ライトブラウン
☆サブカラー

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902
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5種の
オーガニック
植物抽出成分

汗・水・皮脂
こすれに強い



すっとひと塗りで、自然に染めたような印象に。

髪の色に合わせた、立体的な洗練眉がかなう。

2021年 5月16日発売

4g  3 色  参考小売価格  各 935 円（税抜 850 円）
ファシオ  アイブロウ マスカラ

〈 商品特長 〉

● ひと塗りで自然にカラーリングするアイブロウマスカラ。染めたような立体眉に仕上げます。
● みずみずしくのび広がり、眉毛 1 本 1 本にきれいに塗れます。
　膜がやわらかいので、バキバキとした違和感がありません。 
● ひと塗りでしっかりと密着し、眉毛の色をカバーします。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、カラーリングした眉毛が 1日中つづきます。

  なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。軽くのび広がり、ごわつかず、
　　　　肌と一体化したようにメイクになじみます。/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ＆タッチプルーフ。汗・皮脂・こすれに強く、
　　　　つけたての美しい眉が 1 日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 鉱物油フリー / パラベンフリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。
　フェザーフィット成分はラウロイルリシン。カラーステイ成分はポリメチルシルセスキオキサン。皮脂プルーフ成分はトリメチルシロキシケイ酸。
　タッチプルーフ成分はイソステアリン酸デキストリン。

〈 使 用方法〉

● 眉毛の根もとから毛先に向かって、ブラシでとかすようにつけます。
　※ペンシルタイプやパウダータイプのアイブロウと併用する場合は、最後に本品をお使いください。

 01ダークブラウン 02ブラウン
☆メイン・サブカラー

03ライトブラウン

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902
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5種の
オーガニック
植物抽出成分

汗・皮脂
こすれに強い



とろけるような感触。

スリム芯でなめらかに描ける、ペンシルアイライナー。

2021年 5月16日発売

0.1g  4 色  参考小売価格  各1,100 円（税抜 1,000 円）
ファシオ  ペンシル アイライナー

〈 商品特長 〉

● スリム芯でとろけるようになめらかに描けるペンシルアイライナーです。
　まぶたにひっかかることなく、スムーズに描けます。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、1度描いたラインが 1日中つづきます。
　また発色が良く、くっきりとしたラインを描けます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ。涙・汗・皮脂・こすれに強く、つけたてのラインが１日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 合成界面活性剤フリー / パラベンフリー / 防腐剤フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。
　フェザーフィット成分はシリカ。カラーステイ成分とタッチプルーフ成分は酸化鉄・酸化チタン・ジメチコン。皮脂プルーフ成分はトリメチルシロキシケイ酸。

〈 使 用方法〉

● 使いはじめは数回軸を回転させ、2mmくらいくり出して、まつ毛の間をうめるように描きます。
　※芯を出しすぎたり、強い衝撃や力を加えると折れることがあります。
　※落とすときはポイントメイクアップリムーバーの使用をおすすめします。

 01ブラック 02ブラウン 03 バーガンディブラウン 04 ベージュピンク
  ☆メインカラー

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902
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涙・汗・皮脂
こすれに強い



ウォーター
プルーフ

目の際自在に。目じり自由に。

繊細ラインがすっと描けるリキッドアイライナー。

2021年 5月16日発売

0.4mL  3 色  参考小売価格  各1,100 円（税抜 1,000 円）
ファシオ  リキッド アイライナー

〈 商品特長 〉

● 繊細なラインがすっと描けるリキッドアイライナーです。
● 毛先がよくまとまる筆を採用。細いラインがきれいに描けます。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、1度描いたラインが 1日中つづきます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ＆タッチプルーフ。涙・汗・皮脂・こすれに強く、
　　　　つけたてのラインが１日持続します。/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● パラベンフリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・BG（保湿）
　5種のオーガニック植物抽出成分はカミツレ花エキス・セイヨウハッカ葉エキス・トウキンセンカ花エキス・ラベンダー花エキス・ローズマリー葉エキス。
　フェザーフィット成分はシリカ。カラーステイ成分・皮脂プルーフ成分・タッチプルーフ成分は（スチレン/ アクリレーツ）コポリマー。

〈 使 用方法〉

● キャップをしめたまま 2～ 3回軽く振ってから、まつ毛のはえぎわにそって描きます。
　※落とすときはポイントメイクアップリムーバーの使用をおすすめします。

 01ブラック 02ブラウン
  ☆メインカラー

00ライトブラウン
  ☆メインカラー

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902
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涙・汗・皮脂
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 01モーブブラウン  0２ ピンクブラウン  03ベージュブラウン  04オレンジブラウン  05チョコブラウン

そのままとって塗るだけ。

ワンストロークで目もと映える、アイカラー。

2021年 5月16日発売

1.5g  5 色  参考小売価格  各1,045 円（税抜 950 円）
ファシオ  グラデーション アイカラー

〈 商品特長 〉

● ハイライトカラーとシェーディングカラーのグラデーションの境目を指にとり、そのまま、まぶたにオン。
　簡単にグラデーションが完成するアイカラーです。
● クリアでくすみにくい板状粉体をベースに配合。密着性にすぐれ、にごりのない透明感のある発色をかなえます。
● カラーステイ成分配合。汗や皮脂をはじくため色もちが良く、つけたての色が 1 日中つづきます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、肌と一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/ 肌になじむ色設計
つづく：ウォータープルーフ＆皮脂プルーフ & タッチプルーフ。汗・皮脂・こすれに強く、つけたての色が１日持続します。
　　　　/10時間化粧もちデータ取得 ※当社調べ。個人差があります。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / 鉱物油フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。
　フェザーフィット成分は合成金雲母。カラーステイ成分はリンゴ酸ジイソステアリル。皮脂プルーフ成分はシリカ。タッチプルーフ成分はジメチコン・マイカ。

〈 使 用方法〉

● グラデーションの境目に指の腹をのせ、パウダーをとります。
　指をまぶたの上でスライドさせ塗布します。

〈 より発色させたいとき〉
● ハイライトカラーをとり、眉下に重ね、シェーディングカラーをとり、
　二重幅に重ねてください。

ウォーター
プルーフ

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902
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こすれに強い



ウォーター
プルーフ

UV カットしながら、唇にうるおいと色をあたえる。

ティントだから自然な発色つづく。

2021年 5月16日発売

10g  3色  参考小売価格  各 990 円（税抜 900 円）
ファシオ  ティント リップ UV

〈 商品特長 〉

● うるおいケア＆UV カット。ツヤ感仕上げのティントリップです。
　縦じわの目立ちにくい、ふっくらとした印象に仕上げます。
● ベタつかず、みずみずしくとろけ感のある使い心地です。
● うるおいパック成分配合。唇の水分を逃さずにうるおいを保ちます。

　なじみつづく処方

なじみ：フェザーフィット成分配合。ふわっと軽やかにのび広がり、一体化したようにメイクになじみます。
　　　　/ 肌になじむ色設計
つづく：ティントタイプ。色が 1日持続します。
やさしい：5 種のオーガニック植物抽出成分配合
● アルコール（エチルアルコール）フリー / パラベンフリー / 防腐剤フリー / 無香料

〈 配合成分〉

● 5 種のオーガニック植物抽出成分・スクワラン（エモリエント）
　5種のオーガニック植物抽出成分はオリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・シア脂・ゴマ種子油。フェザーフィット成分はジメチルシリル化シリカ。
　うるおいパック成分はパラフィン。

〈 使 用方法〉

● 唇に塗布します。
　※使用量が少ないと、充分な紫外線防止効果が得られません。
　　紫外線防止効果をたもつために、飲食後などは、こまめにぬりなおしてください。

 01クリアピンク
淡い青みピンクに

発色

 03 クリアレッド
青みの赤に発色

02 クリアオレンジ
  オレンジに発色

お客様からのお問い合わせ先　株式会社 コーセー 　　0120-526-311   〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

※価格表記に関しまして：商品および外装には価格表記がございません。掲載の際は参考小売価格の後に（編集部調べ）としてご記載いただくようお願い申し上げます。

［お問い合わせ先］ 詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社 コーセー　宣伝部　ＰＲ課　TEL.03-3273-1519（直通）　FAX.03-3281-5902

kose .co.jp/fas io/
33

5種の
オーガニック
植物抽出成分

SPF12



2021 SUMMER MAKEUP THEME

エアリーステイ オイルブロッカ―

エアリーステイ リキッド

エアリーステイ コンシーラー

エアリーステイ パウダー

パーマネントカール
フィクサー F

パーマネントカール
マスカラ F(ロング )

ペンシル＆パウダー
アイブロウ

アイブロウ マスカラ

410

01

02

02

01

02

02

〈上まぶた〉
リキッド アイライナー

02

00

〈下まぶた〉
リキッド アイライナー

ペンシル アイライナー

マルチフェイス スティック

04

03 10

マルチフェイス スティック
03

マルチフェイス スティック
03

10

Eye

Face Cheek

Lip

MAIN PATTERN『Bright&Sleek』

潤いに満ちた、なめらかなツヤ肌。
目もと、口もと、頬をサーモンピンクで、ほんのりと血色感をあたえながら

ワントーンの彩りを。目もとは、しっかりカールされた、
しなやかな長いまつ毛を引き立てるやさしいアイライン。

等身大の自分を魅せるような、
シンプルでチャーミングなメイクアップ。

エアリーステイ オイルブロッカ―

エアリーステイ コンシーラー

エアリーステイ パウダー

パーマネントカール
フィクサー WP

パーマネントカール
マスカラ WP(ボリューム )

アイブロウ ベース＆パウダー 

アイブロウ マスカラ

03

01

01

01

02

02

02

02

リキッド アイライナー
02

01 06

マルチフェイス スティック

マルチフェイス スティック

マルチフェイス スティック
0901

06 0901

Eye

Face Cheek

Lip

SUB PATTERN『Bounce&Sleek』

気になる部分をポイントでカバーし、
あえてファンデーションを使わずに肌全体を素肌感のある軽い仕上がりに。

目もとは、グリーンとピンクのコントラストで遊び心を。
存在感のある上向きカールまつ毛と、さりげないブラウンのリキッドライン。
ポジティブで前を向くような、フレッシュでチャーミングなメイクアップ。


