
超微粒子パウダーを配合した、フィット感抜群のアイカラー。
レフィルタイプなので、お好きな色を組み合わせて使えます。
汗や水に強いウォータープルーフタイプです。

Eye Color

写真（組み合わせ例）：
左上：クリスタルピンク（21）　
右上：アクアブルー（15）
左下：ワインレッド（23）　
右下：クリスタルオレンジ（24）
(ケース、チップ別売り)

“肌をやさしくまもりながら、女性の美しさをより輝かせたい。”
 その想いをこめて、フィネティアは、皆さまに愛される化粧品を目指していきます。

まばたきの一瞬まで、あなたを印象的に。

フィネティアMTB シリーズ

商品番号 906
11
ピンクパール

商品番号 908
13
シャンパンゴールド

本体価格 各 ￥1,429 （12色）　※ケース・チップは別売りです。
（税込み価格 各 ￥1,571）

アイカラーMTB（レフィル）

（税込み価格 ￥1,886）

本体価格 ￥460 （3本入）
アイカラーMTB チップセット

本体価格 ￥1,715
ポイントメイク用 詰替容器

※アイカラーMTB（レフィル）・パウダーアイブロウMTB（レフィル）を4個
　またはチークカラーMTB（レフィル）・フェイスカラーMTB（レフィル）を2個セットできます。

商品番号 970

（税込み価格 ￥506）

商品番号 997

商品番号 912
15
アクアブルー

商品番号 913
16
ヌードブラウン

商品番号 901
18
ライラック

商品番号 902
19
バイオレット

商品番号 904
21
クリスタルピンク

商品番号 905
22
ディープブラウン

商品番号 911
23
ワインレッド

商品番号 917
24
クリスタルオレンジ

商品番号 914
25
パールブルー

商品番号 915
26
パールグリーン
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Eyes

【使用方法】
メイクアップホルダーのキャップをはずし、
レフィルを差し込んでご使用ください。 交換
の際は、レフィル・ブラシをホルダーから外し、
新しいものを差し込んでご使用ください。

フィネティア アイブロウMTB用メイクアップホルダー。
お好きな色のレフィルをセットしてご使用いただけます。

適度なコシがあり細かな部分まで使いやすい
アイブロウブラシ。 バジャー(アナグマ)とPBTの
混毛で、眉の隙間を美しくなじませます。

本体価格 各 ￥2,200 （2色）
パウダーアイブロウMTB（レフィル）

本体価格 各 ￥2,143 （3色）
アイブロウMTB（レフィル）

本体価格 ￥1,430 商品番号 971
アイブロウブラシ

本体価格 ￥1,429 商品番号 828
メイクアップホルダー

商品番号 825
LB01
ライトブラウン

商品番号 829
BK ブラック

商品番号 830
DB ダークブラウン

商品番号 965
ナチュラル
ブラウン

商品番号 826
DB02
ダークブラウン

商品番号 827
BG03
ブラウングレイ

商品番号 966
グレイッシュ
ブラウン

芯を出す目安は
1～2㎜が
最適です

保湿性に優れ、まつ毛や皮ふを保護する加水分解ケラチン※1、
ツヤとハリのあるしっかりしたまつ毛を育むパンテノール※2、
デリケートな目もとの肌あれを防ぐモモ葉エキス※3が配合
され目もとにやさしいリキッドアイライナー。お好みのライン
を描けます。ウォータープルーフタイプです。

球状パウダーが、ムラなく柔らかにフィットし、粉落ちしにくい
パウダーアイブロウ。明るい茶系と自然なグレー系の２色
展開で、どんな眉にも自然になじみます。 眉ケア成分配合で
美眉をキープします。

発色や色もちのよいウォータープルーフタイプアイブロウ。
細芯なので繊細で立体感のある仕上がりが実現し、柔らか
い女性らしさを表現できます。 スクリュータイプのブラシは
毛流れを整え、ラインのぼかし等に便利です。

※1 加水分解ケラチン（保湿剤）  ※2 パンテノール（保湿剤）  ※3 モモ葉エキス（保湿剤）　※使用後はティシューなどで筆先の汚れや油分を拭き取ってください。

（フィネティア）とは
白くて可憐な「風蘭」の意味。 女性らしいエレガントな美しさを演出します。

フィネティア

紫外線を
ブロック

保湿成分
配合で

トリートメント
効果

メイクの
美しさが
長もち

本体価格 各 ￥2,858 （2色）
リキッドアイライナーMTB

（税込み価格 各 ￥3,143）

（税込み価格 各 ￥2,420）

（税込み価格 ￥1,573）

（税込み価格 各 ￥2,357）
（税込み価格 ￥1,571）
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Face

Mascara

本体価格 各 ￥2,572 （2色）
チークカラーMTB（レフィル）

本体価格 各 ￥2,572 （2色）
フェイスカラーMTB（レフィル）

商品番号 994
ブラック

商品番号 869

商品番号 870

01 ピンク

02 オレンジ

商品番号 865

商品番号 866

01 オフホワイト

02 ラベンダー

※ノンウォータープルーフタイプ
※使用後はティシューなどでブラシ部分の汚れや油分を拭き取ってください。 ※使用後はティシューなどでブラシ部分の汚れや油分を拭き取ってください。

グラマラスなボリューム感とダマに
なりにくさを両立させる濃密ブラシを
採用。 まつ毛1本1本がセパレートし、
きれいに広がり目の印象を高めます。

まつ毛の長さを出しながら、美しく
繊細なセパレートが楽しめます。 天然
成分がまつ毛にやさしく、オリジナル
処方で長さとカールをキープします。
ダマになりにくく、長時間経っても
目の下が黒くなりにくいウォーター
プルーフタイプです。

超微粒子パウダーでフィット感抜群。 
ムラなくしっとりと肌になじみます。 
汗や水に強いウォータープルーフ
タイプ。

くすみが気になるところに透明感をプラスしたり、ハイライトと
して顔に立体感を演出するフェイスカラーです。 超微粒子パウダー
による抜群のフィット感で、ムラなくしっとりと肌になじみます。
汗や水に強いウォータープルーフタイプ。

写真：
上：フェイスカラーMTB ラベンダー（02）
下：チークカラーMTB ピンク（01）、
（ケース・ブラシ別売り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MTB（Moisture & Treatment Balance）とは
「モイスチャー効果とトリートメント効果の優れたバランス」のこと。 素肌に直接つけるものだからこそ、やさしく、しなやかに。

フィネティアMTBシリーズは美しさとすこやかさを両立させたメイクアップ化粧品シリーズです。

本体価格 ￥3,572
ボリュームマスカラMTB

商品番号 995
ブラック

本体価格 ￥4,000
カールロングマスカラＭＴＢ

※ケース・ブラシは別売りです。 ※ケース・ブラシは別売りです。

コシがある馬毛で、
肌にムラなくフィットします。

（税込み価格 ￥3,929）

（税込み価格 各 ￥2,829）

（税込み価格 ￥4,400）

（税込み価格 ￥943）

（税込み価格 各 ￥2,829）

商品番号 959

本体価格 ￥858 （2本入）
チークカラーMTB・フェイスカラーMTB ブラシセット
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【現金返済保証制度】「フィネティアMTBシリーズ」は未使用・未開封に限り現金返済保証制度対象となります。

この印刷物は、環境を配慮して
植物油インキを使用しています。

6906

株式会社エックスワンは1987年の創業以来、化粧品や健康食品など、すこやかで美しい暮らしのため、
より「安全」、より「安心」、より「高品質」な商品を自社開発し、会員の皆さまの手を通して商品特性
を紹介させていただいている会社です。

00922　500（J）

03-6822-3570　
107-0062　
東京都港区南青山5-4-27　BARBIZON104 5F

。

成分の特長

※4 サンザシエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、リンゴ果実エキス、
グレープフルーツ果実エキス、アンズ果汁（保湿剤） ※5 ハチミツ（保湿剤）  
※6 加水分解ゴマタンパクＰＧプロピルメチルシランジオール（保湿剤）

Lip

鮮やかな発色にこだわり、唇から肌印象まで美しく華やかに
魅せる口紅。しっとりとしたみずみずしい唇を叶える3つの
ヒアルロン酸、ふっくらつややかな唇を叶える３つの植物性
オイル、ぷるんとリッチな唇に導く美容成分を配合。どんな
方にも使いやすい５色を厳選しました。

フェミニンな愛されメイクのポイントに
したいラブリーカラー「ピンク」

商品番号730  P K 0 8  ピンク

落ち着きある、清楚な佇まいに。
ピュアカラー「ピンクベージュ」

商品番号731  P B 0 1  ピンクベージュ

商品番号 949

（税込み価格 各 ￥3,927）

瑞々しいフレッシュな口もとを演出する
キュートカラー「ピーチ」

商品番号729 P C 0 1  ピーチ

ノーブルなメイクを実現する、輝き。
エレガントカラー「ローズ」

商品番号728 R S 0 3  ローズ

きらめきはクールな輝きへ。
インテリジェンスカラー「コーラル」

商品番号727 C R 0 1  コーラル

本体価格 各 ￥3,570 （5色）
リップスティックMTB

手に心地よくフィットする、
シャープなデザインの高級
リップブラシ。 ポニーと
セーブル（イタチ）の混毛
なので、なめらかなリップ
ラインが描けます。

本体価格 ￥700
リップブラシMTB

※ご使用後はティシューなどできれいに
　拭き取ってください。

美容成分をたっぷり配合。
ルージュの前につければ
唇をふっくらさせる
「美容液効果」で上質な唇に。
ルージュの上からつければ唇を
ツヤめかせる優れたグロスに。

本体価格 ￥3,000
エッセンスグロスMTB エックスワンオリジナル成分フルーツミックス成分※4

数種類のもぎたてフルーツ成分を混ぜ合わせたうるおい成分で

みずみずしい口もとへ。

はちみつ※5

天然保湿成分。水分をとどめ、みずみずしくふっくらとした唇に。

あれた唇の乾燥対策はもちろん、自然なツヤもあたえてくれます。

セサフラッシュ※6

ゴマ由来の保湿＆ひきしめ成分。

唇をふっくらさせて、縦ジワをしっかりケアしてくれます。

商品番号 896

（税込み価格 ￥770）

（税込み価格 ￥3,300）


