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＼ 勝負スイッチを ON!!／

美人オーラをまとうルージュ「Glossy Fit Rouge」
2020 年 6 月 1 日（月）新発売
株式会社アイケイ（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：長野庄吾）は、流行りのメイクをセルフで手
軽に取り入れられるメイクブランド「LB（エルビー）」より、
「Glossy Fit Rouge（グロッシーフィットルージ
ュ）
」
、
「Powder Brow Creator（パウダーブロウクリエイター）
」と、カラー毎に異なるデザインを自由に選
べる、
「Galaxy Shadow（ギャラクシーシャドウ）
」新色を 2020 年 6 月 1 日（月）に発売します。

●ルージュ
みずみずしくうるおい華やかな発色の「Glossy Fit Rouge（グロッシーフィットルージュ）」が新登場しま
す。新形状の底面を 1 プッシュでカチッと取り出すルージュです。
●アイブロウ
2WAY ブラシで完璧な立体 FACE を実現する「Powder Brow Creator（パウダーブロウクリエイター）」
。
目もとの骨格までメイクするアイブロウパウダーです。
●アイシャドウ
カラー毎に異なるデザインを自由に選べる、アレンジ自在なアイシャドウ「Galaxy Shadow（ギャラクシー
シャドウ）
」から新色 6 色が加わりました。
●発売日：2020 年 6 月 1 日（月）
●販売先：全国のバラエティショップ、ドラッグストア、EC サイト（https://lb-cosmetics.com/） 等

■勝負スイッチを ON!!美人オーラをまとうルージュ
LB

Glossy Fit Rouge（グロッシーフィットルージュ） 各 1200 円（税抜）

【商品特長】
●カンタン 3step open
新形状の容器で、底面を 1 プッシュでカチッと取り出すルージュです。
●うるおいの秘密
体温付近に融点を持つメルティフィットオイルが、唇にのせた瞬間にとろけて滑らかな塗り心地。密着性の高い
スーパーフィットオイルが唇へピタッとフィットし唇のうるおいをしっかりキープします。
●あなたはモイスト派？シャイン派？
発色の違う 2 種類のシリーズから、好みの色を選ぶことができ、ひと塗りで美人オーラをまとった唇に仕上げま
す。
【モイストシリーズ】
発色が良くしっとりとしたうるおい感。肌なじみが良く色っぽレディに昇華！しっかり発色し、
ほどよい抜け感で大人の魅力を引きだす勝負ルージュで、ジューシーでしっとりとした唇を演出します。

・GRM-1

ルビーレッド

ハンサム美人なルビーレッド

・GRM-2 ネオピンク
ビビットな青みピンク

・GRM-3

スパイシーコーラル

・GRM-4

ゴールドパールが艶めくスパイシーコーラル

ブリックブラウン

・GRM-5 タンローズ

おしゃれ顔に彩るテラコッタ

王道のヌーディーカラー

【シャインシリーズ】
シア―な発色でグロスのようなツヤ感。伸びが良く透け感、抜け感ツヤ感を兼ね備えた勝負ルージュ！
クリスタルのような透け感でみずみずしいぷっくり唇を演出します。

・GRS-1

サマーレッド

みずみずしいクリアな赤リップ

・GRS-2

トロピカルピンク

・GRM-3

コーラルが透けるトロピカルピンク

パッションオレンジ

・GRS-4

フレッシュなコーラルオレンジ

ビターカシス

くすみを含んだ大人カラー

・GRS-5 ヌーディーペシェ
こなれ感の出るオレンジベージュ

■目もとの骨格までメイクする立体感 UP アイブロウパウダー
LB

Powder Brow Creator（パウダーブロウクリエイター） 各 900 円（税抜）
【商品特長】
●自由自在なアイブロウパウダー
ナチュラル眉からくっきり鼻筋まで、自由自在なアイ
ブロウパウダーです。アイブロウパウダーとしても、
ノーズシャドウとしても、グラデーションしやすい 3
色パウダーが立体感を際立たせ、手軽に簡単微骨格メ
イクを実現します。
●高密着パウダーで落ちにくい！
しっとりとしたキメ細やかなパウダーが肌に密着し、
軽い付け心地なのにメイクの仕上がりが長時間持しま
す。
●2WAY ブラシで完璧な立体 FACE を実現
眉頭にふんわり色をのせる太ブラシと、眉尻をしっか
り描くコシのある細ブラシの 2WAY ブラシで完璧な
立体 FACE を実現し、自身の印象を操ります。

【カラーバリエーション】

・PB-1 Yellow Brown

イエローブラウン

イエロー系の明るめの髪色に

・PB-2 Natural Brown

ナチュラルブラウン

赤茶系のナチュラルな髪色に

・PB-3

Ash Gray アッシュグレイ
黒髪や暗めの髪色に

■ひと塗りで密着、濡れツヤシャドウ
LB

Galaxy Shadow（ギャラクシーシャドウ）各 600 円（税抜）
【商品特長】
新たに 6 色登場し、計 12 色展開です。
クリームとパウダーが一体化したようなテクスチャ
が目元にフィットし、ラメ落ち・ヨレを防ぎます。
●パールカラー
細かなパールが散りばめられた繊細なカラー。
目元に上品なツヤを与え、儚げな印象にしてくれま
す。普段メイクにもオフィスメイクにもおすすめ。
●ラメ落ち、ヨレ知らずの単色アイシャドウ
フィットオイル配合のため、粉飛びせずゴージャスな
ツヤ感を持続することができます。

【新しく増えた色チ買いしたくなるカラーバリエーション】

GS-7 Impact ‘n’ Yellow インパクトニャロー

GS-8

Cherryco チェリーコ

ひと塗りでインパクト！なイエロー

偏光パールが艶めく透けコーラル

GS-9 Love Ship ラブシップ

GS-10 Mystery to ME ミステリートゥーミー

儚げ EYE になれるライトパープル

クール LADY な目元をつくるグレージュ

GS-11 ms.B.

ミス・ビー

みんなに愛される万能ブラウン

GS-12 Beat Star ビートスター
ビートが止まらない大胆レッド

＜LB（エルビー）ブランド名の由来＞
LB（エルビー）とは、Lady Bird の略で「てんとう虫」の意味です。
古くからヨーロッパではてんとう虫が肩にとまると幸せがやってくるという言い伝えがあることから、
「幸せを運ぶコスメ」として LB を使った全ての女性が幸せになれるようにと願いを込めて名付けました。

【会社概要】
株式会社アイケイは、
「美しく生きる・健康に生きる・楽しく生きる」の 3 軸をテーマに、長年にわたって蓄
積されたビッグデータから、化粧品・生活雑貨・食品等の商品開発を行い、企画・製造・販売・物流までを
一貫して行う、マーケティングメーカーです。
社名
本社
東京支社
代表
設立
資本金
売上高
従業員
ホームページ

株式会社アイケイ
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階
〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 7 番 3 号 京橋三菱ビル７階
代表取締役社長 COO 長野庄吾
1982 年 5 月 1 日
4 億 174 万円
176 億 14 百万円（2019 年 5 月期連結）
291 名（2019 年 5 月期連結）
https://www.ai-kei.co.jp/

●報道関係者お問合せ先
●掲載に関するお問合せ先

株式会社アイケイ（LB） お客様相談室：０１２０‐５５‐２８２０
株式会社アイケイ LB PR 担当：花沢 (a-hanazawa@ai-kei.co.jp)
TEL：03-5159-5385
FAX：03-5159-5359

