NEWS RELEASE
報道関係各位
2015 年 4 月 1 日
株式会社ディノス・セシール

～ノンケミカルでも国内最高
・PA++++を
を実現した
ノンケミカルでも国内最高水準
国内最高水準の
水準の SPF50+・
実現した、
した、美容液ファンデ
美容液ファンデ！
ファンデ！～

卵殻膜コスメ
卵殻膜コスメ「
コスメ「アルマード ラ ディーナ」
ディーナ」より
『リッチファンデーション[リキッド
リッチファンデーション リキッド]』
リキッド 』が新発売
株式会社ディノス・セシール（本社：東京都中野区）は、
「セシール」が展開する、話題の美肌成分で
ある「卵殻膜」を配合したコスメブランド「アルマード ラ ディーナ」より、卵殻膜ほか様々な美肌成分を
配合し、その上ノンケミカルでありながらも、国内最高水準のSPF50+・PA++++を実現した、
『アルマード ラ
ディーナ リッチファンデーション[リキッド]』を、アルマード ラ ディーナ公式サイト（http://www.la-dina.com/）
等において、2015年5月1日（金）より新発売します。

これまでの使用感や機能性はそのままに、さらに美肌成分を追加配合、
年齢肌に挑む、美容液リキッドファンデーション

New！
アルマード ラ ディーナ
リッチファンデーション
[リキッド]
2015 年 5 月 1 日（金）発売

〔価 格〕6,000 円（税抜
円（税抜）
〔内容量〕30g
＜1 回 1～
～2 プッシュが目安＞
〔内容量〕

今回発売となる「リッチファンデーション[リキッド]」
では、従来品（※1）同様に美肌成分として、18 種類のアミ
ノ酸やコラーゲン、ヒアルロン酸を自然含有する卵殻膜を
はじめ、セラミドや果実エキス（※2）を配合。さらに新し
く、W ヒアルロン酸と W コラーゲンが加わり、これまで
以上に、メイク中でもスキンケア実感の高いファンデー
ションとしてパワーアップしました。
また、ノンケミカルかつ、鉱物油や石油系界面活性剤等
の 8 つを無添加として肌に優しく、そして国内最高基準で
ある SPF50+・PA++++も実現。
今までのように、大小様々な粒子が肌の凸凹にフィット
することで、薄づきでも肌悩みをしっかりとカバーし、
さらに、軽いつけ心地で長時間ヨレることなく、美しさを
キープ。カラーは 1 色のみで、色々な肌色に自然になじむ、
リキッドファンデーションです。
（※1…アルマード ラ ディーナ リキッドファンデーション、※2…保湿成分）

★新商品「リッチファンデーション[リキッド
新商品「リッチファンデーション リキッド]」の
リキッド 」の 5 つのポイント
つのポイント

1. 新美肌成分が追加
美肌成分が追加で
追加でパワーアップ！
New
W ヒアルロン酸
水分を
抱え込む

New
W コラーゲン
潤いを
キープ

卵殻膜

2. ノンケミカル&無添加
ノンケミカル 無添加※であるのに、
SPF50+・
・PA++++と
とパワーアップ！
New

セラミド
肌を守る

ハリ・弾力

従来品

リキッドファン

アセロラエキス
カムカムエキス
ビタミン C

デーション
デーショ
SPF18・PA++

リッチファンデー
ション[リキッド
ション リキッド]
リキッド
SPF50+・PA++++
※下記8 つが無添加
鉱物油、石油系界面活性剤、合成香料、
タール系色素、パラベン、アルコール、
紫外線吸収剤、タルク
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3. 薄づきでも肌の悩みを
しっかりとカバー
均一な粒子だと、
表面がデコボコ

4. 長時間崩れず、
メイク直しいらず

大小の粒子がフィット
して、表面はフラット

ふわっと軽いつけ心地！

大小の粒子が柔軟に
肌の上で動くので、
長時間ヨレること
なく、崩れない
一般的な従来品の
ファンデーション

リッチファンデーション
[リキッド]
リキッド]

すーっと伸びてぴたっと密着！
すーっと伸びてぴたっと密着！

5. 1 色でも様々な肌色にも
自然になじむ
肌が持つ本来の
色を引き出す

タール系や合成の色素未使用で、
ミネラル豊富な海泥・タナクラ
クレイなどで色付
クレイなどで色付け

リッチファンデーション[リキッド]の発売を記念して、お得な 2 種類の夏コフレを、数量限定にて
同時に新発売します。
ゼロ

ストレス0 の透明美肌へ『2015 夏のベースメイクコフレ』
パワーアップしたリッチファンデーション[リキッド]に、洗顔クレンジングジェル、ルースパウダー、
そしてちょっとしたお出かけにも使えるスパバックをセットにした、
4点セットのスペシャルコフレです。
2015 夏の
〔セット内容〕
ベースメイクコフレ
①洗顔クレンジングジェル ＜本商品・内容量：200g＞
肌に優しい特殊な水の洗浄力で、余分な汚れやメイクをオフ。

② リッチファンデーション[リキッド
リッチファンデーション リキッド]
リキッド
＜本商品・内容量：30g＞

美肌成分を追加配合。ノンケミカルで SPF50+・PA++++。
③ ルースパウダー ＜本商品・内容量：15g＞
卵殻膜と天然ミネラルで、くすみを飛ばし透明感溢れる肌に。

④ 3way スパバッグセット
＜プレゼント／カラー：ブラック、ピンク（お選びいただけません）＞

〔特別価格〕
円（税抜
（2,500 円）お得＞
特別価格〕14,000
価格〕
円（税抜）＜通常（※1）より 15%（
お得＞

2015 年 5 月 1 日（金）発売

■数量限定
ゼロ

ストレス0 の潤い美肌へ『2015 夏のスキンケアコフレ』
リピート数 No.1（※2）の定番・スキンローションをはじめ、美容液、モイスチャークリームをセットに
したスキンケアのコフレです。3way に使えるスパバッグもセット。
〔セット内容〕
2015 夏の
①スキンローション ＜本商品・内容量：120ml＞
スキンケアコフレ
卵殻膜のほか、W コラーゲン&W ヒアルロン酸などを配合。

② 美容液 ＜本商品・内容量：50ml＞
高濃度（※3）の卵殻膜を配合。濃密集中ケアにぴったり。
③ モイスチャークリーム ＜通常商品・内容量：45g＞
肌のバリア機能を健やかに保つ、卵殻膜はじめ保湿成分配合。

④ 3way スパバッグセット
＜プレゼント／カラー：ブラック、ピンク（お選びいただけません）＞

〔特別価格〕18,000
円（税抜
（4,000 円）お得＞
〔特別価格〕
円（税抜）＜通常（※1）より 18%（
お得＞
■数量限定
2015 年 5 月 1 日（金）発売
（※1…アルマード ラ ディーナ公式サイト 2015 年 4 月1 日時点価格、※2…2008 年 11 月～
2015 年 2 月アルマード ラ ディーナ販売実績《自社調べ》
、※3…アルマード ラ ディーナ高保湿エイジングケアシリーズでの配合量）
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★話題の美肌成分
話題の美肌成分「卵殻膜」とは？
美肌成分「卵殻膜」とは？
「卵殻膜」
とは、
卵の殻の内側に存在する約 0.07mm
の薄い膜のこと。肌に近い 18 種類のアミノ酸やコラ
ーゲン、ヒアルロン酸などを自然含有しています。
年齢とともに深刻化するシワ・たるみは、肌のハ
リ・弾力を支える「Ⅲ型コラーゲン」が加齢によっ
て減少することがその原因。研究によると、赤ちゃ
んの肌に豊富なこのⅢ型コラーゲンを生み出す力を、
卵殻膜がサポートすることが分かっています。

●本リリース掲載商品発売詳細＜共通＞
・発 売 日…2015 年 5 月 1 日（金）
・発売チャネル…アルマード ラ ディーナ公式サイト http://www.la-dina.com/ 他

Almado La Dina（アルマード
（アルマード ラ ディーナ）
年齢とともに減少する「Ⅲ型コラーゲン」をサポートするこの「卵殻膜」の可能性に
ついて、東京大学との共同研究も進んでおり、その秘められたパワーが徐々に明らかに
なっています。何歳になっても美しくあって欲しいという思いから開発された、
「Almado La
Dina（アルマード ラ ディーナ）
」は、この卵殻膜のパワーを最大限引き出した、スキン
ケア、メイクアップと、トータルで美をサポートするアイテムをラインナップしています。

＜本資料に関する報道機関からのお問い合わせ先＞
株式会社ディノス・セシール 広報室 菅谷、中山 Tel：03-6743-1114／e-mail：pr@dinos-cecile.co.jp
＜お客様からのお問い合わせ先＞
アルマード ラ ディーナ コールセンター Tel：0120-65-1230（9 時～21 時、携帯・PHS 可）
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