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～夏の「にごり」を払い、艶やか色めく「女優肌®」を演出する夏コフレ～
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【エクスボーテ サマーコレクション2012セット内容】

右手前から
・リップフルエッセンス ＵＶ (5.5ｇ) SPF10・ PA＋＋ カラー：クリアピンク
・ジェルクリームチーク（18g） カラー：クリアピンク
・ビジョンファンデーション ※下記いずれか1品
①リキッド モイストタイプ／マットタイプ（30ｇ） 全5色
②パウダー シルクタイプ（レフィル）（11ｇ）全5色 ※写真のもの
③リッチクリームパクト（レフィル）（11g）全5色
・スタンドアップポーチ
＜セット価格＞

①セット価格 ￥9,450（税込）
②セット価格 ￥8,925（税込）
③セット価格 ￥9,135（税込）

株式会社マードゥレクス（本社: 東京都渋谷区 代表: 前田一人）は、「女優肌® 」のエクスボーテより、
夏コフレ『エクスボーテ サマーコレクション2012』（¥8,925～¥9,450）を2012年6月1日から通信販売を中心に限定発売いたします。
強い日差しやエアコンによる乾燥でくすみがちな夏の肌・・・。そんな夏のどんよりにごり肌を明るく艶やかに導くのが
「エクスボーテ サマーコレクション2012」。
今年のエクスボーテ 限定夏コフレのキーワードは“
“にごりのない艶
にごりのない艶やかさ”
やかさ”。
紫外線・乾燥による肌のくすみ、汗・皮脂によるメイクくずれをしっかりガードする＜エクスボーテ ビジョンファンデーション＞。
明るくイキイキとした肌づくりに欠かせない自然な血色感とツヤ感の演出に＜エクスボーテ ジェルクリームチーク＞。
紫外線やエアコンの影響でかさつき、くすみがちな唇に健康的な赤みとツヤをプラス。たっぷりの潤いとＵＶカット効果
で唇を守る＜リップフルエッセンス ＵＶ（SPF10・PA+）＞。
さらに置いて使っても、持ち歩いてもOK！メイクアイテムが取り出しやすいスタンドタイプのポーチまでがセットイン。
肌色を美しく引き立てる魅力のメイクアイテムが集結した『エクスボーテ サマーコレクション2012』で夏の「女優肌® 」メイク
をお楽しみください。
■エクスボーテ ビジョンファンデーション(レギュラー) ※お選びいただけます
リキッド モイストタイプ／マットタイプ（30ｇ） 全5色 参考価格￥6,300（税込）
パウダー シルクタイプ（レフィル）（11ｇ） 全5色 参考価格￥5,040（税込）
リッチクリームパクト（レフィル） （11ｇ） 全5色 参考価格￥5,250（税込）
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¥8,925（税込）～¥9,450（税込）

セット
内 容

■エクスボーテ ジェルクリームチーク（約18ｇ）限定品 参考価格￥2,940（税込）
■エクスボーテ リップフルエッセンス ＵＶ（約5.5ｇ）限定品 参考価格￥2,625（税込）
■エクスボーテ スタンドアップポーチ 参考価格￥2,100（税込）
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ファンデーション

美容成分をふんだんに
美容成分をふんだんに配合
をふんだんに配合
スキンケア効果
効果で
スキンケア
効果で肌の潤いキープ

1/30微粒子
1/30微粒子パウダー
微粒子パウダーで
パウダーで
シワ・
シワ・毛穴カバー
毛穴カバー
高いカバー力と、自然な 明感を 立させる
「1/30微粒子パウダー」が肌の
に く
一にフィット。肌表 をな らかに える
ことで、キメ やかな美しい
がりを
します。

エクスボーテ ビジョンファンデーション

ファンデーションでは考えられないほどの美容成分を
高配合することで、長時間の高いスキンケア効果を発揮。
また、乾燥を防ぎ、化粧ノリと持ちの良い肌を保ちます。
スーパー
ヒアルロン酸
酸
ヒアルロン

リキッド モイストタイプ／マットタイプ（30ｇ）全5色 ￥6,300（税込）
パウダー シルクタイプ（レフィル）（11ｇ）全5色 ￥5,040 （税込）
マイクロ
コラーゲン

リッチクリームパクト（レフィル）（11ｇ）全5色 ￥5,250 （税込）
※ファンデーションはお選びいただけます

※イメージ図

美容成分

明感の
明感の る肌本
る肌本 の血色感を
血色感を演出！
演出！

ジェルクリームチーク

約81ㄣ
81ㄣ

S

P①
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P②くすみを フ
「肌色ヴェールパウダー」
肌に 明感を えるパール
をおさえながら やかに発色するパールを
ブレンドし、 品な肌色ヴェールを ります

S

P③血色感を演出
「 ートチークパール」
肌に血色感を えるパール

パラベンフリー
さらっと がり
自然な血色とツヤを
演出するクリアピンク

無香料

手が れない
ローラー き

エクスボーテ ジェルクリームチーク
カラー：クリアピンク
（18ｇ/限定品）
参考価格 ¥2,940（税込）
(ㄮ日ㄮ 使 約3ヶ月分)

ご使
ローラにつけ、くるくるの して
にポンポン き込みます。

を らかに
「1/30微粒子パウダー」
肌を らかにするパウダー
肌を美しく 一に えます

ら ヒアルロン ㄤコラーゲンで
コラーゲンで
ジワふっくら
ジワふっくら！
ふっくら！潤いＵㅍ！

美容成分

美容液グロス

SPF10
PA++

約90ㄣ
90ㄣ
紫外線吸収剤
フリー

カプセル化
カプセル化スーパーヒアルロン
ジワを かすシリカに保 効果に優れた
スーパーヒアルロン を内 。

パラベンフリー

唇の色を選 ず使え
明感の る
クリアピンク

ボリュームヒアルロン
分を きかかえ唇の内 からふっくら
ボリュームをアップし持 的な保 効果が
られます。

アルコールフリー

エクスボーテ リップフルエッセンス ＵＶ
カラー：クリアピンク
（5.5ｇ／限定品）
参考価格¥2,625（税込）
(ㄮ日ㄮ 使 約3ヶ月分)

無香料

スタンドアップポーチ

スタンドタイプだから
スタンドタイプだから取
だから取り出し
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にもエクスボーテ
にもエクスボーテのこだ
エクスボーテのこだ り

ポーチを持ち歩かない 日は、
の前にポーチを いて
立てられるから やすくて
！

エクスボーテ スタンドアップポーチ
参考価格￥2,100（税込）
サイズ： 195
120.6
：P レザー、ポリエステル
中

高純度
スクワラン

時
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