
 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、パウダーファンデーション2種をリニューアル発売
いたします。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。 
 
素肌印象を引き立てて、私に合った仕上がりを選べる。ケースも選べる4タイプに！ 
 季節や仕上がりによって選べるちふれのパウダーファンデーションが、機能面や使用感をパワーアップさ
せリニューアルいたします。「綺麗に見せたいけど頑張ってる感は出したくない」という方にもおすすめの、
自然になじむナチュラルなカバー力とつや感で、素肌そのものを引き立てます。『ちふれ UV パウダー 
ファンデーション』は、紫外線から肌を守りながら透明感のある肌に。『ちふれ モイスチャー パウダー 
ファンデーション』は、しっとりなめらかなふんわり肌に仕上がります。スポンジ・ケースもあわせてリ
ニューアル。ケースは4種類になり、気分の上がるデザイン、持ち運びやすさなど、お好みにあわせて選べ
るようになりました。 

素肌印象を高めるつや肌仕上げ。透明感もふんわり感も、自由に選べる2タイプ 

ちふれ パウダー ファンデーション リニューアル発売 
2022年3月1日(火)から順次販売開始 

News Release 

2021年12月9日 

『ちふれ UV パウダー ファンデーション』（全4色） 
『ちふれ モイスチャー パウダー ファンデーション』（全4色） 
 

 ※ケースとスポンジは別売りです。 
 【ファンデーション、スポンジ、定番ケース（2段式／横型）の合計価格】 
 【ファンデーション、スポンジ、デザインケース（2段式／横型）の合計価格】 

各715円（本体価格：各650円） 
各715円（本体価格：各650円） 
 
 

1,562円（本体価格：1,420円） 
1,617円（本体価格：1,470円） 

※透明感とは、メイクによる効果のこと 



＜商品特長＞ 
日中の紫外線から肌を守る。時間が経っても崩れにくく、透明感あふれる肌に。 
 
 

・なめらかなパウダーが均一にのびて、ぴたっと密着。 
・紫外線をしっかりカットしながら、明るく透明感のある肌へ。 
・毛穴や色ムラを均一にカバーし、自然なつや・透明感をかなえます。 
・時間が経っても汗・皮脂によるくずれやくすみを防ぎます。 
・日中の紫外線から肌を守り、日やけによるシミ・ソバカスを防ぎます。 
・水あり・水なし両用タイプ 
 
 
＜色展開＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜使用方法＞ 
○（水なし）化粧下地のあと、適量をスポンジにとり、顔全体にムラなくのばします。 
○（水あり）化粧下地のあと、水を含ませ固く絞ったスポンジに適量をとり、 
      顔全体にムラなくのばします。 

『ちふれ UV パウダー ファンデーション』 （全4色）  
 各14g   各715円（本体価格：各650円） 

SPF36 PA++ 

※ケースとスポンジは別売りです。 
【セット画像の合計価格】1,562円（本体価格：1,420円） 
（ファンデーション、スポンジ、定番ケース（2段式）） 
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※使用イメージ 
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※透明感とは、メイクによる効果のこと 



＜商品のポイント＞ 
 
 
 
 
 
 
★均一にぴたっと密着 ＆ 皮脂をおさえてべたつかない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★パールの効果で、透明つや肌に仕上げる 
光拡散パウダー＊4によるソフトフォーカス効果はそのまま、白色と紫色の干渉パールを新たに配合。
白色の干渉パールと紫色の干渉パールで、黄ぐすみを飛ばしながらナチュラルな血色感を与え、肌を
トーンアップさせます。自然なトーンで気になる肌悩みをカバーし、明るく透明感のあるつや肌に 
仕上げます。 
 
★なめらかにのびて、ひとぬりでさっと美肌に仕上がる 
新たに配合したまん丸シリカ＊1によってなめらかなつけ心地を実現。コロコロと転がりやすい特徴の
シリカで、スポンジで適量のファンデーションを取りやすく、ひとぬりでさっと仕上がります。 

   

＜商品特長＞ 
・しっとり肌あたりがいいスポンジで、のびよく肌に塗布できます。 
・ファンデーションと相性の良いやわらかなスポンジで、 
 適量のファンデーションを取りやすくなりました。 
・スポンジの目の細かさを均一にしたことで、ムラなく塗布できます。 

『ちふれ UV パウダー ファンデーション スポンジ』  
 187円（本体価格：170円） 

★マスクメイクのプラスワンテクニック★ ご参考 

＊1…皮脂吸着成分：シリカ  ＊2…基材：タルク   ＊3…皮脂吸着成分：オクテニルコハク酸デンプンＡｌ 
＊4…感触改良成分：ポリメチルシルセスキオキサン、ナイロン－１２ 
 
※透明感とは、メイクによる効果のこと 

マスクでも くずれにくく 
したい時は… 

水あり使用で解決！ 
『ちふれ UV パウダー ファンデーション』の水あり使用で
密着感がアップし、マスクでもくずれにくい仕上がりに。 
水なし使用に比べて、ファンデーションがさらに密着する
ことで、トーンアップ効果とカバー力もアップ。 

マスクメイクでさらっと 
簡単に仕上げたい時は… 

メイクブラシで解決！ 
お手持ちのブラシでさっとひと塗り。 
おしろい感覚の素肌感で、 
つやを残した軽い仕上がりに。 

維持した点 軽いつけ心地、ナチュラルなカバー力、水あり・水なし両用タイプ 

改良した点 粉っぽくない仕上がり、密着感アップ、キメ細かい仕上がり、 
透明感、ラスティング性、ひとぬりでさっと仕上がる 

＜イメージ図＞ 

まん丸シリカ*1 

   
肌 

新たに配合したまん丸シリカ＊1がなめらかに
転がり、細かいパウダーでダマになりにくく、
ムラのない均一な仕上がりを実現しました。
また、板状パウダー＊2を現行品から増やすこ
とで、肌への密着感がアップしました。 
さらにシリカと皮脂吸着パウダー＊3効果で、
皮脂をしっかり抑えて、べたつき・テカリを
防ぎます。 

板状パウダー*2 光拡散 
パウダー*4 

皮脂吸着 
パウダー*3 



＜商品特長＞ 
ふわっと軽いつけ心地。カバーしながらしっとりなめらかなふんわり美肌に。 
 
 

・しっとりとやわらかな感触で肌に溶け込むようになじみフィット。 
・ふんわりとしたやわらかな印象の肌に仕上げます。 
・自然なつや感と立体感のある仕上がりに。 
・気になる毛穴や色ムラをふんわりカバーし、透明感のある肌に仕上げます。 
・SPF20 PA++。日中の紫外線から肌を守ります。 
・紫外線吸収剤無配合 
 
 
＜色展開＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜使用方法＞ 
○化粧下地のあと、適量をスポンジにとり、顔全体にムラなくのばします。 

『ちふれ モイスチャー パウダー ファンデーション』 （全4色）  
 各14g   各715円（本体価格：各650円） 

SPF20 PA++ 

※ケースとスポンジは別売りです。 
【セット画像の合計価格】1,562円（本体価格：1,420円） 
（ファンデーション、スポンジ、定番ケース（2段式）） 
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23 ピンク オークル系 

NEW! 
 
 

32 オークル系 

33 オークル系 

34 オークル系 

明るめカラー 
新登場 

※透明感とは、メイクによる効果のこと 

※使用イメージ 



＜商品特長＞ 
・なめらかでやわらかな肌触りで、ファンデーションを 
 肌にしっかり密着させます。 
・のびがよくやわらかいスポンジで、 
 ファンデーションの肌への密着感がアップ。 
・スポンジの目の細かさを均一にしたことで、ムラなく塗布できます。  

『ちふれ モイスチャー パウダー ファンデーション スポンジ』  
 187円（本体価格：170円） 

＜商品のポイント＞ 
 
 
 
 
 
 
 
★くすみにくく、つや肌印象アップ 
ベースに含まれる赤色の干渉パールは、肌に届いた光を赤色に反射することで、毛穴・シミ・シワを 
目立たせず、黄ぐすみのない肌印象を与える効果があります*5 。リニューアル後、この赤色の干渉パー
ルの配合量をアップさせることで、カバー力をさらに向上させました。また、白色の干渉パールを新た
に配合。トーンアップ効果で明るい印象のつや肌に仕上げます。 
 
★良いところはそのまま。しっとり感＆ソフトフォーカス効果をキープ 
現行品に配合していた、しっとりやわらかパウダー*6＆ダブルのうるおいオイル*7を引き続き配合し、
肌に吸いつくようなしっとり感と、水分を抱え込んで肌になじむうるおい処方を維持しました。 
また、肌なじみパウダー*8と、光コントロールパウダー*9も引き続き配合。するするなめらかに伸びて
密着し、ソフトフォーカス効果で気になる肌悩みをきちんとカバーします。 

＊5…メーキャップ効果による 
＊6…感触改良成分：（ジフェニルジメチコン／ビニルジフェニルジメチコン／シルセスキオキサン）クロスポリマー、ナイロン－１２、  
    表面処理剤：トリエトキシカプリリルシラン 
＊7…油性エモリエント成分：ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）、 
               トリエチルヘキサノイン 
＊8…感触改良成分：ラウロイルリシン 
＊9…感触改良成分：（ジフェニルジメチコン／ビニルジフェニルジメチコン／シルセスキオキサン）クロスポリマー、 
          ポリメチルシルセスキオキサン、ナイロン－１２ 
 
※透明感とは、メイクによる効果のこと 

維持した点 ふわっとしたつけ心地、しっとり感、凹凸・色ムラのカバー力、 
紫外線吸収剤無配合、ひとぬりでさっと仕上がる 

改良した点 パールによるつや感・透明感のアップ、黄ぐすみのない肌印象、 
密着感アップ、ムラのない仕上がり 

ご参考 肌なじみパウダー*8と光コントロールパウダー*9について 

※イメージ図 

肌なじみパウダー*8が肌にすべるように
のびてぴたっと密着。 
また、3種の光コントロールパウダー*9

が肌の凹凸を光でぼかし、 
目立ちにくくするので、厚ぬり感がない
のに気になるところはきちんとカバー 
します。 



※ 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。 

＜商品特長＞ 
ちふれのパウダーファンデーションがセットできる専用ケース。 
使いやすさによって選べる2段式・横型の2タイプ。気分に合わせて選べるデザインケースも！ 
 
・2段式ケースは、縦長の仕様にリニューアルし、片手に収まりやすくなりました。 
 また、角が丸くなったため、さらに持ちやすい形状になりました。 
・横型ケースは、鏡が大きく、厚みを抑えたスリムタイプで、持ち運びに便利です。 
・ボタンが押しやすい形状に変わり、ケースを開けやすくなりました。 
・外箱は、サトウキビからつくられた環境にやさしいプラスチックを使用しています。 

『ちふれ ファンデーション ケース 1』 
660円（本体価格：600円） 

【定番ケース】 

『ちふれ 横型 ファンデーション ケース 1』 
660円（本体価格：600円） 

【デザインケース】 

『ちふれ ファンデーション ケース D 1』 
715円（本体価格：650円） 

『ちふれ 横型 ファンデーション ケース D 1』 
715円（本体価格：650円） 

※リニューアルに伴い、『ちふれ UV バイ ケーキ』（本品 4色／詰替用 4色）、『ちふれ UV バイ ケーキ スポンジ』、 
『ちふれ モイスチャー パウダー ファンデーション』（本品 4色／詰替用 4色）、『ちふれ モイスチャー パウダー ファンデーション 
 スポンジ』は売り切れ次第終売予定です。 

『ちふれ ファンデーション ケース 1、D 1』    （全2種）  
『ちふれ 横型 ファンデーション ケース 1、D 1』 （全2種）  



   化粧下地    ×   ファンデーション 特長・肌印象 

くすみや 
色ムラが 

気になる時に 
 

× 
くすみや色ムラも 
きちんとカバー。 
しっかり密着し、 
透明感とつやのある 
素肌印象に。 

乾燥が 
気になる時に × 

しっとりしたつけ心地。 
毛穴色ムラをきちんと
カバーし、血色感ある
ふんわり美肌に。 

べたつきが 
気になる時に × 

皮脂・べたつきが 
気になる方に。 

キメ細やかな透明感の
ある肌印象へ。 

 ちふれ 新作パウダーファンデーション 比較表 ご参考資料 

『ちふれ UV パウダー 
ファンデーション』 

『ちふれ モイスチャー パウダー 
ファンデーション』 

使用感 さらさら しっとり 

お肌悩み 汗や皮脂で崩れやすい肌に 乾燥やくすみが気になる肌に 

機能   ・汗、皮脂に強い 
  ・ラスティング性 

  ・しっとり感キープ 
  ・毛穴、色ムラのカバー 

仕上がり 
  ・透明感 
  ・キメ細かさ  
  ・肌への密着感 

  ・ふんわり感 
  ・自然な立体感 

SPF／PA SPF36 PA++ SPF20 PA++ 

その他 水あり、水なし両用タイプ 紫外線吸収剤無配合 

肌悩みに合わせて自由にセレクト！ 下地×パウダーファンデーション 組み合わせ比較表 

『ちふれ 
メーキャップ 
ベース ミルク 

UV』 
770円（税込） 

『ちふれ 
メーキャップ 
ベース クリーム 
UV 1 ピンク』 
770円（税込） 

『ちふれ 
メーキャップ 
ベース クリーム 
UV 2 グリーン』 
770円（税込） 

『ちふれ UV 
パウダー ファン
デーション』 
（水なし使用） 

『ちふれ UV 
パウダー ファン
デーション』 
（水なし使用） 

『ちふれ  
モイスチャー 
パウダー ファン
デーション』 

※透明感とは、メイクによる効果のこと 

おすすめ 


