
 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、2021年ホリデーシーズンの限定品として、『ちふれ アイブロー パウダー』1色と、『ち
ふれ リキッド アイライナー』2色、『ちふれ マスカラ ボリューム タイプ』2色、そして『ちふれ ネイル エ
ナメル』4色を、ドラッグストア、スーパー、対面量販店、直営店等で、2021年10月下旬から順次出荷を 
開始いたします。（すべて数量限定） 
※一部の店舗でのお取り扱いとなります。 ※取り扱い店舗により展開時期が異なります。 
 
※ちふれオンラインショップ、ちふれ公式出品の各ECサイトにて、2021年10月1日（金）より 
 順次先行販売いたします。（販売先により、取り扱い開始日が上記の日付以降になる場合がございます。） 
 

クラシカルカラー×ジュエリーのようなきらめきで日常を特別に 
ブランド初のホリデーシーズン限定アイテムが登場 

2021年10月下旬 数量限定で出荷開始予定 

News Release 

2021年9月2日 

『ちふれ アイブロー パウダー  OR10』 
『ちふれ リキッド アイライナー  GR30、RD30』 
『ちふれ マスカラ ボリューム タイプ BL30、RD30』
『ちふれ ネイル エナメル 018、019、546、573』 
 

 880円（本体価格：800円） 
各880円（本体価格：800円） 
各968円（本体価格：880円)
各495円（本体価格：450円) 



2021年ホリデーシーズン限定品のテーマは「ドラマティック ホリデー」 
 本限定品のテーマは「ドラマティック ホリデー」。伝統と未来が交差するドラマティックな世界観。
カラーレンジは優雅なクラシカルカラーとジュエリーのようなゴージャスなきらめきの組み合わせで伝
統と未来がまじりあう「ドラマティック ホリデー」の世界観を表現。プレシャスなカラーメイクで、 
ホリデー気分を盛り上げます。 
 ブロンズのようなテラコッタカラーがポイントのアイブローパウダー1色と、優雅でクラシカルなカ
ラーのアイライナー2色とマスカラ2色、そしてジュエリーのような輝きと優雅でクラシックなカラーの
ネイル4色を、すべて数量限定で発売いたします。 
  

ホリデーシーズン限定品 パッケージデザインについて 
 
華やかな限定色を引き立たせるクラシックなブラックに、大胆かつ上品なジュエリーを想起させる 
スター＆ダイヤモンドをあしらったデザインで、「ドラマティック ホリデー」の世界観を表現し
ました。 
「自信」「幸運を招く」という意味を持つスターがメインとなるデザインで、さらに「ゆるぎない
美」の意味を持つダイヤモンドをイメージしたモチーフを散りばめました。 

 



＜ホリデー限定カラーについて＞ 
ニュアンスカラーに、限定色のテラコッタをチョイスした1色です。 
軽やかな抜け感で明るい印象を与えながらも、ブロンズのようなクラシカルなトーンで 
上品に仕上げる絶妙なテラコッタカラーです。 
 
 
＜商品特長＞ 
・簡単にふんわり立体眉が完成。ニュアンス使いもできるアイブローパウダー。 
・ブラウン2色を順番にぬるだけで簡単にふんわり眉をつくることができる 
 パレットタイプのアイブローパウダーです。 
・仕上げにニュアンスカラーを重ねて眉にアクセントを加えることができ、 
 どんなシーンにも合うふんわり美眉がパレットひとつで完成します。 
・密着性の高いパウダーで、きれいな仕上がりが持続します。 
・使いやすいダブルエンドブラシ付。※材質：PBT 
・無香料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ご参考】既存色のカラーバリエーション（全2色） 
https://www.chifure.co.jp/products/eyebrow/2832 
 

数量限定 

『ちふれ アイブロー パウダー  OR10』   （限定色1色 ／ 全2色＋限定色1色） 
 880円（本体価格：800円） 

OR10 テラコッタ 
クラシカルで上品なテラコッタ 

ケースデザイン 

ブラウン2色で 
ベーシックなふんわり眉に 

ニュアンスカラーを
重ねてトレンド感の

ある眉に 



『ちふれ リキッド アイライナー  GR30、RD30』  （限定色2色 ／ 全2色＋限定色2色） 
 各880円（本体価格：800円） 

GR30 オリーブ 
落ち着いた抜け感のあるオリーブ 

＜ホリデー限定カラーについて＞ 
普段、ベーシックカラーをお使いになることが多い方でも使いやすい、 
優雅でクラシカルなカラーラインアップです。いつものメイクにプラスして、 
ホリデーの特別なシーンをドラマティックに盛り上げます。 
なじみがよく、こなれた抜け感のある端正な印象に仕上げるオリーブと、 
シックなトーンで目もとを引き締めながら、魅惑的な眼差しを演出するバーガンディーの2色です。 
 
 
＜商品特長＞ 
・濃くはっきりとした発色で、細くも太くも思いのままに描けるくずれにくいリキッドタイプ。 
・なめらかな描きごこちで、太い線も細い線もかすれず均一に描けます。 
・くっきりとした発色で、魅力的な目もとに仕上げます。 
・水・汗・皮脂につよく、長時間仕上がりの美しさを保ちます。 
・ぬるま湯で落とせます。 
・保湿成分：ヒアルロン酸 配合 
・無香料 
 
 
＜カラーイメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
         GR30 オリーブ               RD30 バーガンディー 
 
 
【ご参考】既存色のカラーバリエーション（全2色） 
https://www.chifure.co.jp/products/eyeliner/2718 
 

RD30 バーガンディー 
魅惑的な深みのあるバーガンディー 

数量限定 



『ちふれ マスカラ ボリューム タイプ BL30、RD30』  （限定色2色 ／ 全1色＋限定色2色） 
 各968円（本体価格：880円) 

BL30 ディープブルー 
凛とした印象のディープブルー 

＜ホリデー限定カラーについて＞ 
普段、ベーシックカラーをお使いになることが多い方でも使いやすい、 
優雅でクラシカルなカラーラインアップです。いつものメイクにプラスして、 
ホリデーの特別なシーンをドラマティックに盛り上げます。 
目もとをきれいに見せながら凛とした印象に仕上げるノーブルなディープブルーと、 
キュートかつ大人っぽい雰囲気を醸し出し、アンニュイな目もとに仕上げる 
モーブなワインレッドの2色です。 
 
 
＜商品特長＞ 
・濃密ボリュームで目もとくっきり。カールをしっかりキープするボリュームタイプマスカラ。 
・目の形にそったカーブブラシでまつげ1本1本をしっかりキャッチ。 
 ひとぬりでまつ毛をボリュームアップし、くっきりした目もとに。 
・ダマにならずにまつげをボリュームアップ。 
・水・汗・皮脂につよく、つけたての仕上がりを長時間キープします。 
・ウォータープルーフタイプ 
・無香料 
 
＜カラーイメージ＞ 
 
 
 
 
 
      BL30 ディープブルー              RD30 ワインレッド 
 
 
【ご参考】既存色のカラーバリエーション（全1色） 
https://www.chifure.co.jp/products/mascara/2830 
 

RD30 ワインレッド 
大人っぽい雰囲気を醸し出すワインレッド 

数量限定 



018 ゴールド系ラメ 
強く輝く 

メタリックゴールド 

019 シルバー系ラメ 
ジュエリーのような 
シルバーラメ 

546 レッド系パール 
きらめくパールの 
パーティーレッド 

573 レッド系 
クラシカルで優雅な 
ボルドーレッド 

『ちふれ ネイル エナメル 018、019、546、573』  （限定色4色 ／ 全53色＋限定色4色） 
 各495円（本体価格：450円） 

＜ホリデー限定カラーについて＞ 
ジュエリーのようなきらめきカラーとクラシカルなカラーの数量限定4色です。 
ラメ系のネイル3色は、あふれるようなきらめきのジュエリーをイメージしたたっぷりのラメがまぶしい 
パーティーカラー。ジュエリー感覚でお使いいただきたい、特別なネイルです。 
ボルドーカラーの1色は、ホリデーシーズンにぴったりな深みのあるカラーです。 
伝統的なカラーと未来的なきらめきが交差する、ドラマティックな世界観のカラーラインアップです。 
 
 
＜商品特長＞ 
・ムラになりにくく、ぬりやすい平筆タイプです。 
・速乾性に優れ、つけたての色とつやが長持ちするネイルエナメルです。 
・保湿成分：パンテノール 配合 
・オキシベンゾン・トルエンフリー 
・無香料 
 
 
【ご参考】既存色のカラーバリエーション（全53色） 
 https://www.chifure.co.jp/products/nail/2291 
 

数量限定 

※ ここに掲載されている情報は、発表時（2021年9月2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。 



ちふれ リキッド アイライナー 
RD30 バーガンディー 
目頭から太くラインを描き、目尻は6mm 
ほど長い跳ね上げラインを描きます。 
 
ちふれ グラデーション アイシャドウ 
70 ブラウン系 
ハイライトカラー（①）とミディアムカラー 
（②）のみを使用します。 
①をアイホール全体（実線部分）に、②をア
イホール全体（点線部分）にぬります。 
 
まぶた中央は単色でグラデーションを作るよ
うに、さらに②を重ねてぬります。次に、 
②を下まぶたの目尻から全体に細く入れます。 
※下まぶたに入れる際は太くなりすぎない 
 ように注意！ 
 
 
 
 
 
 
 
ちふれ マスカラ ボリューム タイプ 
RD30 ワインレッド 
キュートかつ大人っぽい雰囲気を醸し出す 
モーブなワインレッドで、アンニュイな目も
とに仕上げます。 

チーク 
ちふれ パウダー チーク 
612 ベージュ系 
頬骨の少し下あたりにふわっとぼかし、 
さりげない血色感をプラスします。ブラシに
残ったパウダーをフェイスラインにも軽く 
のせることで、ラインをすっきり見せます。 

口もと 

ちふれ2021年ホリデーシーズンテーマ「ドラマティック ホリデー」おすすめメイク 

ネイル 

ちふれ ネイル エナメル 
546 レッド系パール、573 レッド系 
たっぷりのパールがまぶしいレッドと、シックなボルドー 
の2種類の赤系カラーで、ホリデー気分を高めます。 

ちふれ 口紅（詰替用） 
555 レッド系パール   
1.5ｍｍくらい出して、直接または指でポンポンとなじ
ませるようにぬります。 

ちふれ アイブロー パウダー 
OR10 テラコッタ 
ナチュラルカラーをブラシ（太）にとり、 
眉頭から眉山に向かって描きます。その後、
ダークカラーをブラシ（細）にとり、眉山か
ら眉尻まで細く描きます。 
 
ニュアンスカラーのテラコッタを眉毛全体に
ポンポンと軽くのせ、なじませるとさりげな
い垢抜け上品眉に。 

眉 

目もと 

＜使用イメージ＞ 

限定 

POINT 

POINT 

レッド系のアイテムを使ったアイメイクで目もとにポイントを置き、力強く印象的で、大人っぽい雰囲気を
引き立てる、2021年ホリデーシーズンのおすすめメイクをご紹介します。 

ご参考資料 

限定 

限定 

限定 



(A) 

(B) 

(A) 

【使用色】 
(A)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
      573 レッド系（限定） 
    
(B)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
 

【使用色】 
(A)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
    573 レッド系（限定） 
(B)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
    872 グリーン系  
(C)：002 透明ラメ 
    018 ゴールド系ラメ（限定） 
(D)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
    971 ブルー系 
 
(A)～(D) ＋マットトップコート 
 

(A) 

(B) 

(C) 

【使用色】 
(A)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
    071 ブラック 
 
(B)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
 

(A) (A) (C) 

(B) (C) 

【使用色】 
(A)：019 シルバー系ラメ（限定） 
    573 レッド系（限定）  
 
(B)：018 ゴールド系ラメ（限定） 
    019 シルバー系ラメ（限定） 
    573 レッド系（限定） 
 
(C)： 546 レッド系パール（限定） 
 

(A) 

(D) 

ちふれ2021年ホリデーシーズンテーマ「ドラマティック ホリデー」ネイルアレンジ 
ドラマティック ホリデーの世界観を表現した、2021年ホリデーシーズンのネイルアレンジをご紹介します。 

ご参考資料 

★ ジュエリーのようなゴージャスネイル 

★ すりガラスのような質感でシックなホリデーネイル 

(A) 
(A) 

★ 幾何学的×優雅なホリデーネイル 

★ 限定色をすべて使用したニュアンスネイル 

(A) (B) (A) (A) (A) 


