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- モイスチュア リポソーム誕生 25 周年イベント・第 2 弾 –

コスメデコルテ初、人気有名パティシエとコラボレーション
オリジナルスイーツを期間・数量限定発売
- 2017 年 11 月 23 日(木・祝) - 11 月 30 日（木） in 札幌・名古屋・大阪・福岡 –
株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 一俊）は、高付加価値ブランド『コスメデコルテ』
の保湿美容液「モイスチュア リポソーム」が今年 11 月で誕生 25 周年を迎えたことを記念して、第 1 弾として東京・
表参道で実施したイベントに続き、第 2 弾として人気有名パティシエとコラボレーションし、「モイスチュア リポソーム
（保湿美容液）」の潤いの秘密であるマイクロカプセルをモチーフにしたオリジナルスイーツを期間・数量限定で発売
いたします。このオリジナルスイーツは、人気有名パティシエが“潤いのカプセル”を、それぞれの感性で表現した独
創的なスイーツとなっています。2017 年 11 月 23 日（木・祝）～11 月 30 日（木）の 8 日間、期間・数量限定で発売い
たします。なお、期間中、店頭販売スイーツをお買上げの方に、「モイスチュア リポソーム（保湿美容液）」「リポソー
ム トリートメント リキッド（化粧水）」のサンプルをプレゼントいたします。
※コスメデコルテの全国の百貨店・専門店でのオリジナルスイーツの取扱いはしておりません。

人気有名パティシエがモイスチュア リポソーム“潤いのカプセル“をモチーフに製作

札幌 cake&cafe collet
カプセル・ド・マロン

大阪 Pâtisserie Ravi,e relier
ミロワール・カシス・コンセプト L

名古屋 Chez SHIBATA
MENTON DE PURPLE（マントン

ド パープル）

福岡 PÂTISSERIE GEORGES MARCEAU
ポム ド リポソーム

実施概要


発売期間



発売店舗
札

2017 年 11 月 23 日(木・祝)～2017 年 11 月 30 日（木）

幌：cake&cafe collet （桑園本店/手稲店/札幌三越店） http://collet-sapporo.com

名古屋：Chez SHIBATA （多治見店/名古屋店/ブロッサ店） http://chez-shibata.com
大

阪：Pâtisserie Ravi,e relier

http://ameblo.jp/patisserie-ravie-relier/

福

岡：PÂTISSERIE GEORGES MARCEAU

http://gm.9syoku.com/patisserie/

※各店舗、販売個数に限りがございます。
※コスメデコルテの全国の百貨店・専門店でのオリジナルスイーツの取扱いはしておりません。

オリジナルスイーツ製作した人気有名パティシエたちからのメッセージ
札幌 cake&cafe collet /園田都代乃シェフ

名古屋 Chez SHIBATA /柴田 武シェフ

モイスチュア リポソームの紫をイメ

多重層リポリームの「球体」をイメ

ージ。北海道アリスファームのカシス

ージし、モイスチュアリポリーム

を使用。自家製カシスリキュールを

の「紫」を融合させシバタ風にア

使用したバタークリームの中に、カシ

レンジしたケーキです。チョコレ

スジャムと熊本阿蘇産の和栗のペー

ートの中に相性の良いレモンクリ

ストがたっぷり。しっとりとした生地・

ームを忍ばせました。見た目にも

爽やかな酸味のカシス・口溶けが良

女性らしさを意識するため、美し

く軽いバタークリームの３種の食感

くシンプルに仕上げております。

と、和栗の香りをお楽しみ下さい

大阪 Pâtisserie Ravi,e relier /服部勧央シェフ

福岡 PÂTISSERIE GEORGES MARCEAU 江藤元紀シェフパティシエ

モイスチュア リポソームのカプ

多重層リポソームの「球体」

セ ル を、 ケ ー キ の 形 や 色で 表

をヒントに、紫色の林檎を作

現。カシス、キルシュ、ショコラと

りました。リンゴポリフェノー

いう組み合わせで多重層を表現

ルの抗酸化作用、壊れにくい

しました。丸いケーキの上から

ビタミン C などから得られる

カシス＋キルシュ(さくらんぼの

美容効果への期待と、旬の

お酒)＋ショコラの味わいを堪能

果実の美味しさをお届けいた

いただけます。

します。

モイスチュア リポソームの潤いの秘密『多重層リポソーム』とは
リポソームは、たまねぎのような構造をした美容成分を運ぶのに優れた多重層
カプセルで、直径は約 0.1 ミクロン。このカプセルが 1 プッシュに数兆個も含ま
れています。乾燥部に密着し、集中的に潤いを届けます。

多重層リポソームの構造

購入者全員プレゼント概要

該当店舗でスイーツを購入された方に、素敵なプレゼント！
本イベントを実施している店舗で、期間中、スイーツをお買上げの方に、
「モイスチュア リポソーム（保湿美容液）」「リポソーム トリートメント リキ
ッド（化粧水）」のサンプルをプレゼントいたします。また、オリジナルスイ
ーツを購入、または撮影してご自身の SNS に投稿をしていただいた方
に、“オリジナル クリップケース”をプレゼントいたします。

■モイスチュア リポソーム（保湿美容液）サンプル （3 日分）
■リポソーム トリートメント リキッド(化粧水) （1 日分）
■オリジナル クリップケース
※サンプル及びオリジナル クリップケースは、なくなり次第終了となります。
※オリジナル クリップケースはオリジナルスイーツ購入、または撮影してご自身の SNS に投稿しいただいた方限定です。
※詳しくは、各店の POP を御覧ください。

商品概要
国内販売総数累計 700 万個を達成。（2017 年 11 月現在）
コスメデコルテ モイスチュア リポソーム

※全国の百貨店・専門店にて発売

40mL 10,000 円（税込 10,800 円） 60mL 13,500 円（税込 14,580 円）
「モイスチュア リポソーム」は、1992 年に誕生以来、25 年間一度も処方を変えずにコスメデコ
ルテＮo.1 の美容液として愛されてきました。当時、化粧品の常識であった「潤いを与える成
分」のみではなく、潤いの与え方に着目。肌に潤いを届ける多重層リポソーム技術を化粧品
に初めて採用しました。洗顔後にすぐ使う美容液、“ブースター美容液”の先駆けとして、コス
メデコルテを代表する化粧品となり、君臨し続け今に至ります。
＜商品特長＞
多重層リポソームを採用した化粧品として、長年親しまれているコスメデコルテの保湿美容液です。洗顔後すぐ肌になじませると、
直径約 0.1 ミクロンのリン脂質のカプセルが角層深くまでスムーズに浸透。外側の膜から少しずつ美容成分を放出するので、
かさつく肌はいつまでもしっとり。キメをふっくら整え、ハリのあるなめらかな肌をかなえます。

モイスチュア リポソーム 25 周年イベントについて

URL:https://www.cosmedecorte.com/event201711/

『モイスチュア リポソーム』 25 周年特設サイト

URL：http://www.cosmedecorte.com/history/

『コスメデコルテ』ブランドサイト

URL：http://www.cosmedecorte.com/

＜リリースに関する問い合わせ先＞
「モイスチュア リポソーム 25 周年イベント」広報事務局 担当：岡田／黒川（ピーアールコンビナート内）
〒102-8025 東京都千代田区紀尾井町 3-23
TEL：03-3263-5621

FAX：03-3263-5623

email：ml25_pr@prk.co.jp

＜一般のお客様からの問い合わせ先＞
コスメデコルテ TEL:0120-763-325 (受付時間:午前 9 時～午後 5 時/土・日・祝日を除く)

