
 「ちふれ」ブランドより、2020年秋冬の新商品として、『ちふれ リキッド アイライナー 筆ペンタ

イプ』2色、 『ちふれ ジェル アイライナー』2色、『ちふれ マスカラ ナチュラル ロング タイプ』1

色、『ちふれ マスカラ ボリューム タイプ』1色を2020年8月下旬頃から全国のスーパー、ドラッグス

トア、対面量販店、直営店、ちふれオンラインショップ等で発売いたします。※店舗により展開時期が

異なります。 

 

ちふれのアイライナー、マスカラが大幅リニューアル！ 

 仕事にでかけるとき、遊びにいくとき、家ですごすとき。「いろいろなシーンに合わせて、ナチュラ

ルメイクもしっかりメイクも楽しみたい。」そんなお声にお応えするため、アイメイクカテゴリを   

リニューアルいたしました。 

 アイライナーは、太いラインも繊細ラインも自在に描ける筆ペンタイプのリキッドアイライナーと、

するする描けてにじみにくいジェルアイライナーの2種類が新登場。マスカラは、自まつげを際立たせ

るナチュラルロングタイプと、目もとをくっきり魅せるボリュームタイプの2種類を新発売いたします。 

シーンに合わせたアイメイクを自由に選んで、“わたしらしい”私へ 

印象的な目もとを作るアイライナー2種・マスカラ2種 新発売 

2020年秋冬新商品 2020年8月下旬 出荷開始予定 

News Release 

2020年8月下旬 出荷開始予定 

『ちふれ リキッド アイライナー 筆ペンタイプ』全2色 各770円（本体価格 700円） 

『ちふれ ジェル アイライナー』 全2色 各660円（本体価格 600円） 

『ちふれ マスカラ ナチュラル ロング タイプ』 全1色  858円（本体価格 780円） 

『ちふれ マスカラ ボリューム タイプ』 全1色  858円（本体価格 780円） 

イメージ写真挿入予定です 

2020年6月18日 

（写真上から） 



＜商品特徴＞ 

・どんなラインも自由自在！ブレずに描ける濃密リキッドアイライナー。 

・まつげの隙間や目尻のはね上げラインも思い通りに描くことができる、 

 使いやすい筆ペンタイプ。 

・コシのあるブラシで手ブレを防ぎ、だれでも安定した線を描くことができます。 

・色ムラのない濃密な発色。一筆でしっかり発色し、くっきりひきしまる目もとに。 

・水・汗・皮脂につよく、美しいラインを長時間キープ。 

・ぬるま湯で落とせるフィルムタイプ。 

・無香料。 

 

＜ポイント＞ 

★自由自在に描けるコシのある筆 

細さ約0.1ｍｍの適度なコシのある筆を採用。コシのある筆が手ブレを吸収し、 

繊細なラインから太いラインまでブレずに描くことができます。  

 

★美しいラインが長持ちするラスティング処方 

水・汗・皮脂につよい細かい粒子＊1が集まって膜を形成。膜が肌に密着することで水・汗・皮脂に 

つよく、インクがポロポロ落ちることもありません。 

 

＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ぬるま湯で落とせる※ 

ぬるま湯でやわらかくなる成分＊1を配合しているため、軽くこすると落とせます。 

※ぬるま湯で落としにくい場合は洗顔料で落としてください。 

    

＜使用方法＞ 

〇まつげの間をうめるように、目の際にラインを描きます。 

〇筆先を立てることで、より細いラインを描くことができます。 

〇ご使用後はカチッと音がするまでキャップをきちんとしめてください。 

 

＜使用上の注意＞ 

・保管する際は、ペン先を横向きに保管してください。 

 （下向きや上向きに保管すると、インクがかすれたり、液漏れする可能性がございます。） 

・使いはじめや色が出にくい場合は、キャップをしめたまま数回軽く振り、筆の根元を手の甲などに   

 軽く押しあて、筆先まで液をなじませてからお使いください。 

・ペン先が乾いたり、他の化粧料が付着し色が出にくい場合は、ティッシュペーパーなどでやさしく    

 ふきとってご使用ください。 

『ちふれ リキッド アイライナー 筆ペンタイプ』 全2色  各770円（本体価格 700円） 

＊1…皮膜形成成分：アクリレーツコポリマーアンモニウム 

水・汗・皮脂に 

つよい粒子＊1 

粒子＊1同士が 

皮膚の上に集まる 

粒子＊1がくっついて 

強度のある膜を形成し、 

ラスティング性を発揮！ 

BK30 ブラック ／ BR30 ダーク ブラウン 



＜商品特徴＞ 

・するする描けてくっきり際立つ、にじみにくいジェルアイライナー。 

・まつげの間をうめやすい太芯タイプのペンシルです。 

・芯がとろけたような発色で目もとがくっきり際立ちます。 

・するする描けて肌にピタッと密着。 

・水・汗・皮脂につよく、美しいラインを長時間キープします。 

・ウォータープルーフタイプ。 

・削らずに使えて、芯を戻すことができるくり出しタイプ。 

・無香料。 

 

＜ポイント＞ 

★美しいラインが長持ちするラスティング処方 

揮発しやすい油*2を配合しているので、塗布すると油が飛んで成分が肌にしっかり密着。 

また、ラスティング成分＊3が表面に集まって膜をつくるため、にじみにくい処方が実現しました。 

 

＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★なめらかな描き心地 

やわらかい膜をつくる成分＊4を配合。また、芯を固めるのに必要なワックスとして、すべりが良くなるワッ

クス＊5を採用。やわらかい膜を作る成分とすべりのよいワックスの組み合わせにより、なめらかな感触で 

するするとラインを描くことができます。   

    

＜使用方法＞ 

〇使いはじめは、手の甲などでならして、描きやすいように芯先をととのえてからお使いください。 

〇芯を2mmくらい出し、まつげの間をうめるように、目の際にラインを描きます。 

〇ご使用後は芯をもとに戻して保管してください。 

〇ご使用後はカチッと音がするまでキャップをきちんとしめてください。 

〇落とすときは、クレンジングをお使いください。 

 

＜使用上の注意＞ 

・密閉が必要な処方をしているため、 キャップを外したまま放置すると、芯が乾いて描けなくなったり、 

 折れやすくなったりするので、カチッと音がするまでキャップをしめてください。 

・芯がやわらかいので、芯を出しすぎたり力を入れすぎたりすると、折れることがあります。 

 

『ちふれ ジェル アイライナー』  全2色  各660円（本体価格 600円） 

BK30 ブラック ／ BR30 ダーク ブラウン 

＊2…基剤：水添ポリイソブテン 

＊3…ラスティング成分：トリメチルシロキシケイ酸、水添ポリ(C6-14オレフィン)  

＊4…皮膜形成成分：(エチレン/プロピレン)コポリマー 

＊5…油性エモリエント成分：カルナウバロウ 

油が揮発すると成分が肌に密着して 

ラスティング成分＊3が膜を形成し、 

にじみにくい！ 

塗布直後は、油の中で成分が
分散している状態。 

ラスティング成分＊3 
色材 

揮発しやすい油*2 



＜商品特徴＞ 

・自まつげの存在感アップ。自然に際立つロングタイプマスカラ。 

・極細・高密度カーブブラシでまつげ1本1本をきれいにコーティング。 

 自然に際立つまつげに仕上がります。 

・毛先まで均一に液がつき、まつげが伸びたようなロング感が実現します。 

・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。 

・ぬるま湯で落とせます。 

・繊維は配合していません。 

・無香料。 

 

 

 

＜改良のポイント＞ 

★自然かつ、自まつげを際立てる仕上がり 

のびのよいマスカラベース＊6とまつげに絡みやすいポリマー＊7を配合することでダマつきを防ぎながら 

液がなめらかに伸びて、自まつげが伸びたような自然でかつ存在感のあるまつげに仕上げます。 

 

★カールロック効果 

カールロックポリマー＊8配合でカールアップしたときの状態を固定。上向きカールが長時間持続します。    

 

★まつげをきれいにコーティングするカーブブラシ 

現行品よりも細く、毛の密度が高いブラシを採用。高密度ブラシにより、まつげ1本1本をダマにならず  

きれいにコーティングすることが可能となり、自然なロング感が実現します。また、目の形に合った  

カーブブラシで細かいところにもぬりやすくなりました。 

 

＜使用方法＞ 

〇ブラシのカーブの凹部分をまつげの根元にあて、下から持ち上げるようにしてカールを形づけながら 

 ぬります。 

〇ブラシの先で細かい部分を仕上げます。 

〇しっかりカールしたい場合は、まつげの根元にブラシをあて、押し上げた状態で固定するとより効果的 

 です。 

『ちふれ マスカラ ナチュラル ロング タイプ』  全1色  858円（本体価格 780円） 

＊6…増粘剤：ベントナイト 

＊7…皮膜形成成分：ポリビニルアルコール 

＊8…皮膜形成成分： (VP/VA)コポリマー 

BK30 ブラック     



＜商品特徴＞ 

・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。 

 

 

＜改良のポイント＞ 

★ラスティング性アップ 

現行品には配合されていなかった、耐水性のあるラスティング成分＊9を新配合。 

にじみにくく、つけたての仕上がりを長時間キープします。 

   

★まつげをしっかりキャッチするカーブブラシ 

まつげをしっかりキャッチするブラシを採用。ブラシの毛のすき間にまつげが入り込み、ベースが絡みつ

くことで、ダマにならずにボリューム感が出ます。また、目の形に合ったカーブブラシで、細かいところ

もぬりやすくなりました。 

 

＜使用方法＞ 

〇ブラシのカーブの凹部分をまつげの根元にあて、下から持ち上げるようにしてカールを形づけながら  

 ぬります。 

〇ブラシの先で細かい部分を仕上げます。 

〇重ねてぬるとさらにボリュームがアップします。 

〇しっかりカールしたい場合は、まつげの根元にブラシをあて、押し上げた状態で固定するとより効果的 

 です。 

○落とすときは、クレンジングをお使いください。 

＜生産終了商品＞ 
リニューアルに伴い、『ちふれ マスカラ ナチュラル タイプ』、『ちふれ マスカラ ロング ＆ カール タイプ』、 
『ちふれ マスカラ ボリューム ＆ カール タイプ』は生産終了予定です。 

『ちふれ マスカラ ボリューム タイプ』  全1色  858円（本体価格 780円） 

＊9…ラスティング成分：トリメチルシロキシケイ酸 

BK30 ブラック 



 

★マスカラカテゴリのリニューアルについて★ 
 現行品の良いところはそのまま引き継ぎ、さらに自分らしいキレイを引き出せるマスカラにパワーアッ
プしました。また、現行品では3つあったマスカラのタイプを2つに統合することで、商品の違いがはっき
り分かりやすくなり、よりお選びいただきやすくなりました。 

『ちふれ マスカラ 
ナチュラル タイプ』 

『ちふれ マスカラ 
ロング ＆ カール タイプ』 

『ちふれ マスカラ 
ボリューム ＆ カール タイプ』 

『ちふれ マスカラ 
ボリューム タイプ』 

『ちふれ マスカラ 
ナチュラル ロング タイプ』 

・ナチュラルな仕上がり 
・繊維なしタイプ 
・もちがよい 
・お湯落ち 

・ロング効果 
・カールキープ力が高い 
・ダマになりにくい 
・お湯落ち 

★もちの良さの向上 
★カールキープ力の向上 
★ブラシの使用性の向上 

・ボリューム効果 
・カールキープ力が高い 
・ダマになりにくい 

★もちの良さの向上 
★ブラシの使用性の向上 

自然に際立つ 
お湯落ちタイプ 

濃密ボリューム 
ウォータープルーフ 

＋ ＋ 

＋ 
※ ここに掲載されている情報は、リリース時（2020年6月18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。 

New!  

New!  



ちふれ アイライナーカテゴリ 仕上がりマッピング 

 ちふれのアイライナーカテゴリに、新商品が登場です。2020年秋冬に新発売の「ちふれ リキッド アイ

ライナー 筆ペンタイプ」と「ちふれ ジェル アイライナー」は、どちらもくっきりしたラインを描きたいと

きにおすすめ。ほかにも、ナチュラルに目もとを際立たせるタイプなど、豊富なラインアップの中から、 

なりたいメイクに合わせてお選びいただけます！ 

ちふれ 
アイ ライナー 

ペンシル くり出し式 
440円 

（本体価格 400円） 
全2色 

ちふれ 
アイ ライナー 
ペンシル 
330円 

（本体価格 300円) 
全2色 

ちふれ 
リキッド 

アイライナー 
770円 

（本体価格 700円） 
全2色 

ちふれ 
ジェル 

アイライナー 
660円 

（本体価格 600円） 
全2色 

New! 

ちふれ リキッド 
アイライナー 
筆ペンタイプ 

770円 
（本体価格 700円） 

全2色 

New! 

ご参考資料 

仕上がり 

ちふれらしい「白」を基調
とし、生活になじんで、ど
なたでも使いやすいシンプ
ルなデザインの容器です。 

 
商品の区別がつきやすいように、
商品ごとに色帯を設定しました。 

カテゴリの区別がつきやす
いように、カテゴリ別アイ
コンを設定しました。 
 
 
 マスカラ アイライナー アイブロー 

デザインのリニューアルについて  

 新商品の発売とあわせて、アイメイクカテゴリの容器とパッケージもリニューアル！容器は、くらしになじ

むようなシンプルなデザインに。パッケージは、ひと目で商品の区別がつきやすいデザインを意識しました。 

目もとが自然に際立つ 
ナチュラルメイク 

目もとくっきり 
しっかりメイク 


