
Press Release 
December 1st, 2011 

1 

 

 

ナチュラルレーベン株式会社 

 

 
 

 《ラヴェーラ》 ミネラルコンパクトパウダー グロウエディション新発売 

☆魅惑のオーガニックメイク “Magical Winter-Look 2011”☆ 

 

ドツ・オーガニック化粧品 ≪ラヴェーラ≫ のオーガニックメクシリーズ『ミネラルコンパクト

パウダー グロウエデゖション』を本年 12 月 16 日（金）以降、期間限定製品として発売いたします。 

<ラヴェーラ公式オンランショップにて 12 月 9 日（金）より先行発売> 
 

ラヴェーラのオーガニックメクは、独自開発の保湿成分“オーガニックフラワー

バター”の配合などによりスキンケゕ成分が充実、すべての製品にスキンケゕ効果を

もたせると同時に美しい発色と色持ちのよさを実現しています。 
 

今回発売のミネラルコンパクトパウダー グロウエデゖションは自然のパール感

が楽しめる２色。ハラトやシェーデゖングなど、お好みで使い分けて自由自在

に仕上がりを演出できます。 

このゕテムを使った”ラヴェーラ 魅惑のオーガニックメク＜Magical Winter–Look 2011＞”も

ご紹介します。 

―――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿――――――✿―――― 
                           

ミネラルコンパクトパウダー グロウエディション 

                 全２色 6.1g  3,675 円（税込） ＊シートパフ付き 

 

 

 

 

 

 
 

        01 シャニーベージュ          02 ゴールドブロンズ  
 

 

【本リリースに関するお問い合わせ】 
 

ナチュラルレーベン株式会社（日本正規総輸入元） 広報担当 尾花典子 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 TOC ビル 6Ｆ 

TEL: 03-5719-3484  FAX: 03-5719-3485   E-mail: obana@natural-leben.jp 

lavera ブランドサト：http://lavera-naturalcosmetic.jp/ 

ラヴェーラ日本公式ツッター: http://twitter.com/lavera_JP 

ラヴェーラ Facebook ページ: http://www.facebook.com/laveraJP 

期間限定発売 

つけるたびに もっとキレイ！ スキンケアしながらメイクが楽しめる 

 

mailto:obana@natural-leben.jp
http://lavera-naturalcosmetic.jp/
http://twitter.com/lavera_JP
http://www.facebook.com/laveraJP
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ミネラルコンパクトパウダー グロウエディション 

全２色 6.1g  3,675 円（税込）＊シートパフ付き 
  

天然由来成分のみでつくられたグロウパウダー。スキンケゕ効果をもつと同時に美しい発色と輝きを

実現。ラヴェーラのこだわりによる独自開発のスキンケゕ成分＂オーガニックフラワーバター“や甘草

根エキスなどを配合、お肌にうるおいを与え、なめらかに整えます。仕上げや化粧直しに。持ち運び

しやすいコンパクトタプです。 
 

 NATRUE 認定自然化粧品       

 Vegan 認定植物性製品       

 鉱物油や合成の保存料・着色料・香料は不使用 
 

――――――✿――――――✿――――――✿―――――― 

01.  シャイニーベージュ 

上品なパール感のミデゖゕムベージュ。 

ほほや目もとにハラトに。 

フェスやデコルテにつけて、明るく華やいだ表情を演出します。 
 

――――――✿――――――✿――――――✿―――――― 

02. ゴールドブロンズ 

ゴールドパールの入ったオレンジブロンズ。 

チークとして顔の輪郭をシャープに。 

シェーデゖング効果が期待できます。 

またデコルテにつけて健康的なパール感を楽しめます。 

――――――✿――――――✿――――――✿―――――― 

≪全成分≫ マカ、ホホバ油、ケ酸Ｍｇ、ステゕリン酸Ｍｇ、シリカ、トリカプリリン、ゕルガニゕスピノサ核油、

ヒポフゔエラムノデス果実エキス、シゕ脂、トコフェロール、ゕマナズナ種子油、野菜油、カカオ脂、ヤシ油、水、

オリーブ油、ヒマワリ油、カンゾウ根エキス、水添レシチン、ゼニゕオ花エキス、センチフォリゕバラ花エキス、フ

ユボダジュ花エキス、パルミチン酸ゕスコルビル、エタノール、香料、[+/-]酸化チタン、酸化鉄、オキシ塩化ビス

マス、酸化銀  ※成分は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

≪ラヴェーラ≫ オーガニックメイク  

1. ナチュラル リキッドフゔンデーション/全 3 色 12. ゕブロウペンシル  

2. ２ in１ コンパクトフゔンデーション /全 2 色  13. リキッドゕラナー /全 2 色 

3. ナチュラル コンシーラー /全 2 色 14. ミネラルゕシャドー /全 8 色 

4. フゔンルース ミネラルパウダー 15. ボリュームマスカラ /全 2 色 

5. ミネラル コンパクトパウダー /全 2 色           16. ボリューム＆ロングマスカラ 

6. ミネラル コンパクトパウダー グロウエディション/全 2 色   17. ロングラッシュマスカラ 

7. フレッシュミネラル パウダールージュ /全 2 色  18. セパレート ボリュームマスカラ 

8. ソフトリップラナー /全 2 色 19. スタル＆ケゕジェル 

9. リップステゖック /全 10 色 20. ジェントル メクゕップリムーバー 

10. グロッシーリップ /全 5 色  21. ペンシルシャープナー 

11. ソフトゕラナー /全 3 色  

       

NEW！ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ≪≪ララヴヴェェーーララ≫≫  オオーーガガニニッッククメメイイククののここだだわわりり  

  

 メイクアップしながら同時にスキンケアを実現  

全製品がスキンケゕ効果をもつと同時に美しい発色とテクスチャーも実現。  

 オリジナルブレンドのスキンケア成分“オーガニックフラワーバター”配合  

有機栽培のマロウ、リンデン、ローズの植物エキスとシゕバター、ココゕバターの５種類の保湿成分を

ブレンドした、ラヴェーラのこだわりによる独自開発成分配合。＊一部製品を除く  

 ラヴェーラは環境に配慮したグリーンブランド  

ラヴェーラの製造元、ラヴェラーナ社は、環境にやさしいグリーンエネルギーを利用し全ての製品をつ

くっています。 また、動物実験を行っていません。常に自然を保護し地球環境の維持を意識した製品づ

くりに努めています。  

 国際的なオーガニック化粧品のガイドライン、NATRUE認証を取得 

全製品の原料や自然化粧品としての品質は、厳しい審査をクリゕしています。 

＊鉱物油、合成の保存料・着色料・香料は使用していません。＊シリコン、パラ

フゖン、タルクは使用していません。＊ニッケル、クロムは含有していません。 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

WHO is lavera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 繊細な美しさ 真実のオーガニック ≪ラヴェーラ≫ は、ラテン語で「真実」という意味の 

ドツ生まれのオーガニックコスメです。 

 

 自らが敏感肌で幼少期より悩んでいた開発者トーマス・ハーゼの 

「すべての人の〝真実のオーガニック化粧品でありたい“」という願いから 

生まれたブランドです。 

 

 ラヴェーラは以下の３つのフゖロソフゖーをもとに、 

オーガニックメク・ヘゕケゕ・フェスケゕ・ボデゖスパ・メンズ・ベビー＆キッズ・ 

ニュートラル（敏感肌用）・サンケゕと、あらゆるケゕの充実した製品をシリーズとして 

ご提供しています。 

 Effective  [スキンケゕ効果] 本来肌がもっている自然の力を引き出す 

 Skin-friendly  [お肌目線]  あらゆる肌質に心地よくなじむ 

 Natural  [偽りのない自然] 原材料から製造過程に至るまで 

              自然を尊び調和していく 

 

You, too, can experience the fascinating, natural world of lavera. 



2011年秋冬のトレンドは、リップの色を控えめに 
パール感のある輝く目もとを強調するメク。 
 

ラヴェーラのオーガニックメクゕテムを使用した 
「魅惑のオーガニックメク “Magical Winter-Look 2011”」をご紹介します。 

＜応用編＞  
 フェスランをシャープに小顔メク 
 

ミネラルコンパクトパウダー・グロウエデゖション 
02.ゴールドブロンズを頬の三角エリゕ（耳の上下
から頬骨の下あたりまでの三角形を描くラン）に
入れると、シェーデゖング効果でスッキリした 
フェスランに。 

ベースメク 妖精のような完璧かつ理想的なお肌づくり 
  
Step 1: お肌の気になる部分をカバー 
  

ナチュラルコンシーラーで目もとのクマなど気になる
部分に軽くタッピングをしながら塗ります。  
ナチュラルコンシーラーは、くすみやクマ、赤みなど
を自然にムラなくカバーし、目もとを保湿しながら、
なめらかに整えます。 

  
Step 2: より自然な素肌感づくり 
 

ナチュラルリキッドフゔンデーションを指にとり、 
顔全体に丁寧に塗ります。 
ラヴェーラ独自配合の保湿成分“オーガニックフラワー
バター”などでうるおいたっぷり、きちんとカバーしな
がら素肌感のあるお肌をつくります。 

  
Step 3: 魅惑的な華やかな仕上がり  
 

ミネラルコンパクトパウダー・グロウエデゖション 
01.シャニーベージュを軽く顔全体やデコルテに 
つけます。上品でほんのり輝く、明るい表情を演出 
します。フェスブラシやパフで少しずつ加減しなが

らつけていきます。 

 
Step 4: ほんのりルージュで表情をプラス  
 

天然色素で色づけられたチーク、フレッシュミネラル
パウダールージュ 01.ローズシマーを頬骨にそって
（または頬全体や骨格にそって）入れます。 
絹のようなパウダールージュが自然のツヤとうるおい
を与え、健康的で華やかな表情に仕上げます。 

  
Step 1: 表情のある美しい目もとつくり 
 

ミネラルゕシャドウ 01.リリーホワトをまゆ毛
の下のハラトに、そして目頭に入れます。 
07.マジックグレーをゕホール全体にのせ、 
より深みがでるよう、ブラシでのばします。 
  

Step 2: 印象的な目もとを長く保つ  
 

ソフトゕラナー（ブラック）を上下のまぶたに
入れ、くっきりと引き締まった目もとを演出。 
やわらかいランに仕上げるには、 
ソフトゕラナー付属のスポンジなどで 
ランをなじませてください。 
  

Step 3: マスカラで効果的な演出 
 

ボリューム＆ロングマスカラのダブル使いで 
目力ゕップ。ボリュームで整えてから、 
ロングで長さを出して下さい。 
  

Step 4: 手入れされたまゆ毛がポント  
 

ゕブロウペンシル、そしてスタル＆ケゕジェル
でまゆ毛の形を整えてください。スタル＆ケゕ
ジェルが自然の輝きとハリを与えます。 

  
Step 1:リップメクを美しく保つために  
 

ほどよい柔らかさで描きやすいソフトリップラナー 
01.ゕプリコットベージュで中央に向かって唇の輪郭を
引いていきます。 
唇の端はコンシーラーやリップラナーでぼかします。 
  

Step 2: やさしい色合いでメージの完成 
 

発色のよい、やさしいつけ心地の07.ゴールデンキスで
唇を整えます。落ち着きのある美しさで唇が輝きます。 
リップステゖックは保湿効果の高いケゕ成分をベースに
天然色素で色づけられています。 
もう少し濃い色をお好みなら、より明るい赤みのある
02. ピーチゕンバーをおすすめします。 

ゕメク ダヤモンドのように美しくきらめく目もとに 

リップメク 落ち着いたリップメクで魅惑的なメージを 

ナチュラルコンシーラー 
ナチュラルリキッドフゔンデーション 
ミネラルコンパクトパウダー・グロウエデゖション 01.シャニーベージュ 
フレッシュミネラルパウダールージュ 01.ローズシマー 
ミネラルゕシャドウ 01.リリーホワト 
ミネラルゕシャドウ 07.マジックグレー 
ソフトゕラナー ブラック 
ボリューム＆ロングマスカラ 
ゕブロウペンシル 
スタル＆ケゕジェル 
リップラナー  01.ゕプリコットベージュ 
リップステゖック 07.ゴールデンキス／02. ピーチゕンバー 

（応用編）ミネラルコンパクトパウダー・グロウエデゖション 02.ゴールドブロンズ 

 

 使用するゕテム 

Isabella, the face of Lavera 
SHOWFLOOR BERLIN 

lavera Natural Cosmetics wish you much joy during styling! 

http://www.lavera.de/typo3temp/pics/d6be2371be.jpg
http://www.lavera.de/typo3temp/pics/d2898c1411.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/Rouge_06.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/lipliner.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/Lippenstift_Gold.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/Lippenstift_Peach.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/Eyeshadow_11.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/mascara.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/Augenbrauen.jpg
http://www.lavera.de/uploads/pics/Eyeliner.jpg



