
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年秋冬の新色として、『ちふれ ツイン カラー アイシャドウ』2色、
『ちふれ ネイル エナメル』4色を発売いたします。全国のドラッグストア、スーパー、対面量販店、
直営店、百貨店、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9月1日(木)から順次販売予定です。
※店舗により発売日が異なります。（一部店舗で先行販売予定）※一部お取り扱いのない店舗がございます。

2022年秋冬の新色テーマは「Natural Me」
今季の新色は、自分自身と調和しながら、より自然体な美しさを目指すような、シンプルで研ぎ澄ま

された世界観がテーマです。エネルギッシュなカラーをアンニュイな雰囲気でやわらげ、内なる魅力と
パワーを引き出すようなカラーレンジで、マット×パールの質感の違いで奥行きのある目もとを演出す
るアイシャドウ2色と、日常に溶けこむようなダスティカラーのネイル4色を発売いたします。

2022年6月14日

News Release

自然体なわたしを引き立てる、エネルギッシュ×ダスティカラーの秋冬新色が登場

『ちふれ ツイン カラー アイシャドウ』新色2色
『ちふれ ネイル エナメル』新色4色 発売

2022年秋冬新商品 9月1日(木)から順次販売開始

『ちふれ ツイン カラー アイシャドウ 42、75』 各550円（本体価格 500円）
『ちふれ ネイル エナメル 020、048、471、851』 各440円（本体価格 400円）



あざやか美発色！ なりたいカラーメイクが実現する遊べるアイシャドウ

2022年秋冬の新色は、マット×パールの質感の違いで奥行きのある目もとを演出する、
あざやかなオレンジ系と、くすみ感のあるブラウン系のトレンドカラー2色です。

＜商品特長＞
・ベーシックからトレンドまで、豊富なカラーバリエーションが揃う2色セットのアイシャドウ。
・2色のカラーを順番になじませるだけで簡単にアイメイクが完成します。
・見た目通りの色が発色し、単色メイクやグラデーションメイクにも使える自由自在なアイシャドウ
パレットです。

・しっとり感を与えるオイル*1配合で粉っぽさがなく、肌にピタッと密着します。
・ラスティング成分*2配合で美しい発色が持続します。
・携帯に便利なミニサイズ。しっとり肌ざわりの良いチップ付です。
・無香料

＜使用方法＞
○淡い色をアイホール全体にのばしたあと、濃い色を目の際から上に向かってぼかします。

【ご参考】既存色のカラーバリエーション（現5色）
https://www.chifure.co.jp/products/eyecolor/2781

『ちふれ ツイン カラー アイシャドウ 42、75』 （新色2色／全5色）
各550円（本体価格 500円）

＊1… 油性エモリエント成分：ジメチコン ＊2… ラスティング成分：トリメチルシロキシケイ酸

42 オレンジ系
健康的で明るいブリックオレンジ

まばゆい発色のパールカラーと
温かみのあるマットカラーが、

奥行きのある目もとを演出します。

75 ブラウン系
華やかな大人のピンクブラウン

きめ細かなパールカラーと
モーブピンクのマットカラーが、

やわらかく落ち着いた印象に仕上げます。

＜生産終了商品＞ 新色発売に伴い、『ちふれ ツイン カラー アイシャドウ 13 ピンク系、35 パープル系』は生産終了予定です。

使用イメージ 使用イメージ



020 ホワイト系
まろやかな

クリームホワイト

自分自身をシンプルに
際立たせるホワイトで、
洗練された印象に。

048 グレー系
くすみ感のある
上品な青みグレー

青みがかったグレーが
指先になじみ、ほのかに
優雅で上品な雰囲気に。

471 オレンジ系パール
パールがきらめく
コッパ―オレンジ

赤みを帯びたオレンジ系
のカラーで、内なる力強
さと輝きを表現します。

851 イエロー系
落ち着いた

グレイッシュイエロー

エネルギッシュながら
大人びた落ち着きも感じ
させるくすみイエロー。

『ちふれ ネイル エナメル 020、048、471、851』 （新色4色／全55色）
各440円（本体価格 400円）

※ ここに掲載されている情報は、発表時（2022年6月14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。

豊富なラインナップ全55色！つけたての仕上がりが長く続く、速乾タイプのネイルエナメル。

今季の新色4色は、日常に溶けこむダスティカラー。指先から心地よい楽しさとときめきを届けます。

＜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
・オキシベンゾンフリー／トルエンフリー／無香料

＜使用方法＞
○よく振ってから、適量を筆にとります。
○爪の中央をぬったあと、両端をぬります。
○爪の甘皮部分、両端は1㎜程度空けてぬるようにすると、除光液で落としやすくなります。

【ご参考】既存色のカラーバリエーション（現53色）
https://www.chifure.co.jp/products/nail/2291

＜生産終了商品＞ 新色発売に伴い、『ちふれネイル エナメル 072 カラフルラメ、075 カラフルラメ』、
『ちふれ ネイル エナメル 細筆タイプ 009 シルバー系ラメ、013 ホワイト』は生産終了予定です。



ちふれ マスカラ ナチュラル ロング タイプ
BK30 ブラック
塗布前に、いつもより多めにティッシュオフをするこ
とで、細長く繊細なまつ毛をつくります。

ちふれ ジェル アイライナー BR30 ダーク ブラウン
インラインに細めに入れ、目じりには短く跳ね上げ
ラインを描きます。

チーク

ちふれ パウダー チーク 612 ベージュ系
頬骨の高い位置～こめかみの斜めラインに、少し血色を
加える程度にのせます。

口もと

ちふれ2022年秋冬新色テーマ「Natural Me」2つのメイク

ベースメイク

ちふれ UV リキッド ファンデーション
ちふれ ハイライトパウダー 1 ホワイト
ちふれ シェーディングパウダー 1  ウォーム ブラウン

ちふれ 口紅（詰替用）473 オレンジ系

ちふれ アイブローパウダー GR30 グリーン系ブラウン
眉尻は短めにすっと流す程度で、手を加えすぎない
ナチュラルアーチ眉に仕上げます。

ちふれ アイブローマスカラ BR20 ブラウン
毛流れを整えてとかすように、眉頭を立てつつ眉尻まで
マスカラをのせ、自然な雰囲気の眉に仕上げます。

眉

目もと

ご参考資料

＜使用イメージ＞

～Pattern 1～

洒落感こなれオレンジメイク
健康的なエネルギッシュさと洒落感のある、
全体をオレンジでまとめたメイクです。

ちふれ ツイン カラー アイシャドウ 42 オレンジ系

①A（濃い色）を、二重幅より広めにぼかしながら広げます。目頭には
少しオーバー気味に色をのせます。

②目のキワは避け、B（淡い色）を全体に軽く重ね、①と指でなじませます。
③下まぶたの目じり側に、Aを目の中央に向かって狭めながら塗ります。
④下まぶたの目頭側に、Bを目のキワから薄くぼかしながら塗ります。
中央は、2色を混ぜるように重ねます。

今季ちふれがおすすめするのは、ナチュラルながらもエネルギッシュなパワーを感じさせるメイク。
新色2色のアイシャドウをそれぞれ主役にした、雰囲気の異なる2つのメイクパターンを提案します。

～Point～ ブリックオレンジで印象的な目もとに

New

A B



ちふれ マスカラ ナチュラル ロング タイプ
BK30 ブラック
塗布前に、いつもより多めにティッシュオフをするこ
とで、細長く繊細なまつ毛をつくります。

ちふれ アイ ライナー ペンシル くり出し式
23 ダーク ブラウン
インラインを中心に入れ、目じりは跳ね上げずにスッ
と軽く流すように描きます。

チーク

ちふれ パウダー チーク 142 ピンク系パール
目の下に指1本あけたところ～小鼻の横に向かって、
ジグザグと逆三角形の線を描くように、ごく薄く
ぼかしながら塗ります。

口もと

ベースメイク

ちふれ UV リキッド ファンデーション
ちふれ ハイライトパウダー 1 ホワイト
ちふれ シェーディングパウダー
2 グレイッシュ ブラウン

ちふれ 口紅（詰替用）133 ピンク系

ちふれ アイブローパウダー PK10 ピンク系ブラウン

眉

目もと

＜使用イメージ＞

～Pattern 2～

なじみピンクブラウンメイク アンニュイなカラーで、落ち着いた大人の
華やかさを醸し出すメイクです。

ちふれ ツイン カラー アイシャドウ 75 ブラウン系

①B（淡い色）を、アイホール全体にのせます。
②A（濃い色）を目じり～アイホールの1/3程度にのせ、アイホール中央に
向かって指でなじませ、グラデーションをつくります。

③下まぶたの目頭側 3/4程度の範囲にBをぬります。
④下まぶたの目じり側 1/4程度の三角ゾーンにAをぬり、③との色の境目を
ぼかします。

～Point～ ダスティなピンクブラウンで大人の華やかさをプラス

New

A B




