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　2021年　商品のご案内
ヘア＆メイクアップアーティスト 新見千晶が sugar.C beauty をプロデュース

　女の子ってそういうものじゃない？

　落ち込むことがあったって、ほら大丈夫！

　今日も自分の人生を愛そう

sugar.C beautyのアイコンでもあるフェイシャルローラーの箱にも刻印されたブランドコンセプト。ヘアメイクアーティスト 

新見千晶がかわいいアイテムで、もっとメイク時間を楽しんでもらいたい！という願いをこめたブランドです。

女性の毎日は色々あるけれど、可愛いメイクアイテムや美容グッズがあれば、それだけで少し元気がでて、

〝If you have a little something sweet, You always can be happy.

Aren’t girls always like that?

　Even if the rain falls on your parade, just be-You-Tiful. 

　Love who you are. 〟

何か可愛いものがあれば、今日もご機嫌でいれる

今日1日がんばろう！という気持ちになれるはず。

「可愛いアイテムで毎日をもっとHAPPYに」をテーマに

可愛いと機能性をつめこんだsugar.Cのアイテムをプロのメイクアップアーティスト

観点から詳しく発信していきます。

楽しくて、使うだけでときめくsugar.C beauyの商品にぜひご期待ください！



Hair & Make up artist   CHIAKI NIIMI   
新見千晶

　女性ファッション誌、美容誌、広告、ＣＭ、カタログ、ファッションショー等

などで多くの女優やモデル、タレントのヘアメイクを担当。

　また独自のメイク理論に基づくメソッドが人気で、TVやラジオ出演をはじめ

多数の書籍の執筆、雑誌やＷＥＢでのコラムの連載メイクショー、講演会、イベ

sugar.C beauty Producer

インスタグラム　papaiya_girl

ント出演、化粧品の開発など多岐に渡り活躍中。

　代表的な著書は「朝５分ヒミツの美ワザ」「ミーハー美容」（主婦の友社）

「一重奥二重さんの魔法のメイクBOOK」（サンクチュアリ出版）など。

　海外のコスメ事情にも詳しく、ロサンゼルス等で見つけた可愛いグッズを

sugar C beautyでも提案中。

ホームページ　　http://www.niimichiaki.com

PR連絡先・お貸出商品・ご返却先
sugar.C beauty 販売元：株式会社セラヴィ

Online Shop Maison de Selavi
https://www.maison-de-selavi.com/

maison_de_selavi                     
sugar_c_beauty

東京都中央区築地1－10－11 RATIO1002
TEL 03-6264-3227 FAX 03-6264-3228

Mail info@maison-de-selavi.com
運営責任者 畑山和沙

読者問い合わせ先 TEL03-6264-3227
クレジット表記 英語表記 sugar.C△beauty（△…半角アキ）

カタカナ表記 シュガーシービューティー



　2021年　商品 のご案内

ROSE QUARTS BEAUTY BAR 電動2WAYタイプ　ﾛｰｽﾞｸｳｫｰﾂﾋﾞｭｰﾃｨﾊﾞｰ \5.400（税別）
天然石のローズクォーツでできた2WAYタイプの電動マッサージ

バー。1分間に6000回転の微振動のマッサージによって、顔全体

ローラータイプ／フェイスライン・おでこのマッサージに

丸石タイプ／法令線・目の周りのマッサージに

肌年齢が気になりだした方に予防・改善の為の美容ツールとして

おすすめです。入浴後のスキンケア時や、朝のメイク前のご使用

の疲れやコリをほぐしながら肌を引き締め、素肌にハリとツヤを

与え、透明感ある美肌に導きます。

法令線を薄くしたり、クマの軽減、シワたるみ予防、毛穴ケアの

効果も期待できます。

先端の2つの美容ストーンは、ローラータイプと丸石タイプでそ

れぞれのマッサージが楽しめます。

ローズクオーツ

美・愛・優しさを象徴する石です。恋愛運向上のパワーストーン

として知られています。古代からお肌のマッサージ石としても使

われていたそうです。

また女性の内面の美しさを輝かせる効果もあるといわれています

10月の誕生石です。

効果的です。

専用のBOX入りなのでプレゼントにもぴったりです。

詳しいマッサージのやり方が書いた取扱説明書が同封されており

ます。

＜POWER OF STONE　石に秘められた魅力＞

＜サイズ＞

本体：長さ11.5ｍｍ　直径16ｍｍ　　総重量約128ｇ

取り替え部分ローラー：長さ45mm  横幅55mm　

丸石：長さ40mm  横幅30mm

JANコード：4580585832822 単3電池1つ必要　注意：電池は付属しておりません。



 

　2021年　商品 のご案内　

NIKU-KYU MAKE UP BRUSH　ﾆｸｷｭｳ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯｼｭ　ﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾗｯｸ　\2.300（税別）
立体的なネコの肉球モチーフのメイクブラシ。

猫好きさんにはたまらないモフモフとした可愛さ。

触りごこちも柔らかく肌に優しくフィットします。

JANコードブラック：4580585832815　ピンク：4580585832808 サイズ：全長1160mｍ　直径36ｍｍ

BABY NIKU-KYU MAKE UP BRUSH ﾍﾞｲﾋﾞｰﾆｭｸﾆｭｳﾌﾞﾗｼ（ﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾗｯｸ・ﾊﾟｰﾌﾟﾙ）\1.500（税別）
ネコの手のような肉球モチーフの携帯用メイクブラ

シです。猫好きさんにはたまらない可愛さです。

ブラシ部分はふんわり柔らかく、肌に優しい塗り心

パウダーファンデーションやパウダー、チークに

ご利用いただけます。

人工繊維を使用しているため、敏感肌の方や動物の

毛が苦手な方にも安心してご使用いただけます。

お手入れ方法：毛先はぬるま湯で洗い自然乾燥して

ください。

FLOSTY MINT SODA BRUSHS   ﾌﾛｽﾃｨ ﾐﾝﾄｿｰﾀﾞﾌﾞﾗｯｼｭ 5本ｾｯﾄ　￥3.200（税別）
冷たいミントソーダのような粒が詰め込まれたキラキラのブラ

シ。柔らかな毛先がピーチカラーで爽やかな印象。

チークブラシ・ファンデーションブラシ・アイシャドウブラシ・

アイブロウブラシ・シェーディングブラシがセットになっていま

す。裏面シールには詳しい使い方も記載あります。

地です。コンパクトサイズの蓋付きなので、清潔な

状態でいつでもメイクポーチなどに入れておくこと

ができ、持ち運びに便利です。

パッケージも可愛いネコ仕様。ギフトにもぴったり

カラー：ピンク・パープル・ブラック

JAN：ﾋﾟﾝｸ4580585832907、ﾌﾞﾗｯｸ4580585832921、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ4580585832914 サイズ：全長1000ｍｍ　直径25ｍｍ

JANコード：4580585832792

高密集に束ねているので、粉の含みがとてもよく天然毛に劣らな

い肌触りです。

機能的で使い心地の良いブラシがセットになっているため、プロ

のような仕上がりになります。

ﾊﾟｳﾀﾞｰ・ｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｼ 全長185mm、ﾁｰｸﾌﾞﾗｼ全長174mm、

ｱｲｼｬﾄﾞｳﾌﾞﾗｼ全長160mm、ｱｲﾌﾞﾛｳﾌﾞﾗｼ全長152mm

材質：ナイロン・プラスチック・アルミニウム



商品のご案内
QUARTZ FACIAL ROLLER　ｸｳｫｰﾂ ﾌｪｲｼｬﾙ ﾛｰﾗｰ　￥3.800(税別）

天然石でできた大小のローラーの美顔美容ローラー。天然石はローズクウォー

ツ、翡翠、水晶、シーオーパルの4種類で、パワーストーンが滞ったリンパの

の2位に選ばれました。

JAN:ピンク4580585831528、グリーン4580585831559

カラー：ピンク(天然水晶）/グリーン（翡翠） JAN:クリスタル4580585831542、ブルー4580585831535

クリスタル（天然水晶）/ブルー（人工石） サイズ：長さ140mm/幅大43mm/幅小24mm　                 　

流れを良くし、むくみやくすみを軽減させる効果も。またメイク前に行うと

ファンデーションのノリも良くなります。

オリジナルボックスの中にマッサージ方法をかいた説明書も入っています。

リボンのついたBOXはギフトとしても最適で、お誕生日、母の日、バレンタイ

ン等様々なイベントで女性に喜ばれるアイテムです。

「WWDビューティー　ベストコスメ２０２０　美容機器&ツール・総合部門」

られています。また女性の内面の美し 功と繁栄をもたらす石とされ、仕事や

さを輝かせる効果もあるといわれてい 恋愛等あらゆる目標を成功へ導く手助

ます。ローズクオーツを身に着けると けになってくれるといわれています。

Power  of  Stone  石に秘められた魅力
ローズクオーツ（商品：ピンク） 翡翠（商品：グリーン）

美・愛・優しさを象徴とする石です。 多くの国で王族や貴族のステータスシ

恋愛運向上のパワーストーンとして知 ンボル。古来より徳を高めることで成

水晶はエネルギーを増幅させる意味と 別名オパライト、オブシディアンオパ

効果をもつストーンです。水晶は眠っ ール等ともよばれる人工ガラスです。

た才能や資質を呼び起こしそれを上手 シーオパールには失ったエネルギーを

美意識が高まり、張りつめていた緊張を和らげ自然体の自分に 5月の誕生石でもあるので繁栄を願ってプレゼントとしても人気

戻してくれます。 の石です。

水晶（商品：クリスタル） SEA OPAL(商品：ブルー）

幸運をまねく石として世界中で愛されています。 抑える効果があり、心のコンディションを整えます。

に活用させる手助けをするといわれて 回復させる意味と効果があります。

います。水晶はひんやりとして心地 また、コミュニケーション能力を高め

よく美しい波動を感じるといわれ、危険から守ってくれる石、 るパワーストーンとして人気です。そのほか、感情の揺らぎを



商品のご案内
WONDER EGG MAKE UP SPONGE ﾜﾝﾀﾞｰｴｯｸﾞﾒｲｸｱｯﾌﾟｽﾎﾟﾝｼﾞ(1個\900税別）

 卵型のキュートなケースに入った、使いやすくポーチの中に入れて持ち運べ

スポンジは汚れてしまうと置き場所にこまるけれど、ケースがあるから大

丈夫！カラフルな見た目で朝からテンションＵＰ間違いなし。

JAN：ﾚｲﾝﾎﾞｰ4580585832273,ｲｴﾛｰ4580585832297,ﾌﾞﾙｰ4580585832303

カラー：レインボー / グリーン /レッド ﾋﾟﾝｸ4580585832280,ﾊﾟｰﾌﾟﾙ4580585832310

ピンク / イエロー /パープル サイズ：直径45mm/ 高さ60ｍｍ

る便利なたまご型のスポンジです。

 ノンラテックスのため敏感肌の方にも安心です。

 たまごのぽってりした部分で、顔の中心から外側にむかってファンデを塗

り伸ばし、先端の細かい部分で、目の周りや、小鼻周りを仕上げます。

 スポンジを使用すると、ファンデが密着し、ナチュラルなツヤが生まれ、

美肌効果が。

 ベースメイクの仕上げでフェイスパウダーや、チークに使ったり、眉毛や

 ネイル処理の後の払い用ブラシなど、様々な用途に使える便利なマルチブラ

 シです。

ふんわりとした毛はとても柔らかく、一度使うと手放せなくなる、万能ブラシ

です。

材質：ナイロン・アルミニウム

KABUKI MAKE UP BRUSH　ｶﾌﾞｷ ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾌﾞﾗｯｼｭ　\980（税別）
コロンと可愛いsugar.C beautyのカブキブラシは、毛先がレインボーカラーで

とっても可愛いです。

JANコード：4580585832228

カラー：レインボー　　サイズ：長さ60mm/金属直径25mm /毛45mm



 毛質は柔らかくふんわりとしていて、肌触りの良いブラシです。

 ベースメイクの仕上げのフェイスパウダーや、パウダーチークにもぴったり

の形状です。

 ブラシの柄が長く、使いやすいので、いつものメイクがワンランク上の仕

上がりになるはず。

材質：ナイロン・アルミニウム

DING DING MARACAS BLUSH　ﾃﾞｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾏﾗｶｽ ﾌﾞﾗｯｼｭ  ﾋﾟﾝｸ\1.800　ﾚｲﾝﾎﾞｰ\1.500（税別）
 マラカスのような形の見ているだけで楽しくなるメイクブラシ。

ピンクのブラシ部分はふんわり柔らかく、優しい塗り心地。

チークブラシ、パウダーブラシ、アイシャドウブラシ、シェーディングブラ

シの5本セット。詳しい使い方説明付きです。

（動物の毛は使用しておりません）

サイズ：長さ/チーク150mm パウダー140mm シェーディング160mm

アイシャドウ2本157ｍｍ　幅/チーク30mm パウダー27mm  

サイズ：長さ205mm ブラシ直径50mm（ピンク）直径45mm(レインボー）

カラー　レインボー / ピンク　　※ブラシ部分ピンクの方が少し大きめです

JANコード：PINK/4580585832204、レインボー/4580585832211

WONDER CHOCOLATE BRUSHS　ﾜﾝﾀﾞｰ ﾁｮｺﾚｰﾄ ﾌﾞﾗｯｼｭ　5本セット\3.200（税別）
女の子ならみんなが大好きなカラースプレーチョコがたっぷり詰まった

ブラシ！キュートな見た目でメイク時間をさらに楽しく演出してくれます。

アイシャドウブラシ・アイブロウブラシ　長さ150㎜

白いブラシ部分は、ふんわり柔らかく、優しい印象のメイクに仕上げます。

チークブラシ、シェーディングブラシ、アイシャドウブラシ、アイブロウブ

ラシの5本セットです。

材質：ﾅｲﾛﾝ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　　JANコード：4580585832242

チークブラシ長さ170㎜　ブラシ部分直径40㎜

シェーディングブラシ長さ160㎜　ブラシ部分直径30㎜

シェーディング23mm アイシャドウ14mm

JANコード：4580585832235

TWINKLE CANDY BRUSHS　 ﾄｩｲﾝｸﾙ ｷｬﾝﾃﾞｨ ﾌﾞﾗｯｼｭ　5本セット\3.200（税別）
オーロラのようにキラキラ輝く、まるでロックキャンディみたいなキュートな

ブラシ！持ち手がカットされているから、しっかり握れてメイクがしやすい

形状です。

商品のご案内



初心者の方でも綺麗にナチュラルメイクが仕上がります。

7本のブラシセットはマスクメイクにもプレゼントにもぴったりです。

セット内容：チークブラシ、シェーディング・ノーズシャドウブラシ

アイシャドウブラシ×2、アイブロウブラシ2本の計7本。

材質：ナイロン・アルミニウム・プラスチック

商品のご案内
FANTASTIC DIAMOND BRUSHSファンタスティックダイアモンドブラシ7本セット￥3.300(税別）

キラキラ輝くダイヤモンドの様なビーズが持ち手にぎっしり詰まったメイク

ブラシセットです。持ち手が長く安定感のあるプロ仕様のブラシなので、

THE PINK CANDY BRUSH　　 ピンクキャンディブラシ5本セット　　　￥3.200(税別）
まるでストロベリーキャンディのような可愛いメイクブラシ5本セットです。

写真映えするとSNSでも話題のブラシセットで、使うたびに気分が上がりま

す。持ち手がカッティングされているので滑りにくく持ちやすい形状のため

とてもメイクがしやすいです。

セット内容：チークブラシ、シェーディング・ハイライトブラシ、アイシャド

サイズ：シェーディングブラシ200mm、

チークブラシ210mm、ノーズブラシ187mm

アイシャドウブラシ180mm、182mm

アイブロウブラシ179mm、178mm

JANコード：4580585832938 パッケージ:縦230mm、幅50ｍｍ

アイブロウブラシ157mm

パッケージ:縦220mm、横140ｍｍ

JANコード：4580585832945

ウブラシ×2、アイブロウブラシの計5本。

材質：ナイロン・アルミニウム・プラスチック

左画像・右からシェーディングブラシ165mm、

チークブラシ175mm、

アイシャドウブラシ166mm、157mm



商品のご案内

②ブルー（ブラシブラック、猫耳ターバンブルー）からお選びいただけます。
ブラシサイズ：縦160mm、幅35mm  　猫耳ターバンサイズ：横180mm、幅60mm、内寸最大500mm　

パッケージサイズ：縦250mm、横115mm、幅58mm JANコード：ピンク4580585832976　ブルー4580585832969

※ニクキュウブラシ スペシャルキットのタグ・リボンは季節ごとに変わります
sugar.C beautyで大人気のもふもふとした肉球モチーフのブラシ「ニクキュウブラシ」と、メイク

する際に便利な可愛いらしい「ネコ耳ヘアターバン」をセットにしたスペシャルキット。
肉球ブラシは毛が柔らかくボリュームもあるので、パウダーファンデやフェイスパウダー、チーク

などマルチに使用できます。オリジナルシールにリボン、タグが付いた特別パッケージで
プレゼントにも最適です。キットは2種類で、①ピンク（ブラシピンク、猫耳ターバンピンク）、

NIKU-KYU　BRUSH　SPECIAL KIT　　￥2.700（税別）



材質：ポリウレタン　　サイズ：横83mm、縦83mm、幅27mm   パッケージサイズ：縦140mm、横175mm、幅70mm

JANコード4580585832952

使い方のご説明

商品のご案内
BRUSH&SPONGE CLEANER　　￥780（税別）

いつも使っているブラシやスポンジってどうやってお手入れすればいいのかお悩みの方に、
メイクスポンジやブラシを簡単に綺麗に洗えるシリコンのクリーナーを発売いたしました。

見た目もクマのフォルムで可愛いのでお手入れの時間も楽しくなります。
sugar.C beautyのメイクスポンジやブラシはクマクリーナーで清潔に！

　　　　　　　　　　　　にしたい時に便利です。

使い方は２通り。表面は水洗い用なのでしっかり綺麗に、裏面はそのままドライ使用できて、
ささっと綺麗にすることができます。

表面・水洗い　→ ブラシの大きさに合わせた凹凸の部分に、水で濡らし石鹸等で泡だてたブラシ
　　　　　　　　　　を優しく擦り付け、汚れを落とします。

裏面・ドライ洗い　→ 黒いスポンジの上に汚れたブラシをそのまま置き、優しく擦ると、汚れが
　　　　　　　　　　　　簡単に落ちます。メイク中に違ったカラーアイテムを使う時や、ささっと綺麗

表面 裏面



新商品のご案内
CAT QUICK DRY HAIR TOWEL　ネコミミ速乾ヘアタオル　　￥1.700（税別）

ネコ耳がついた可愛らしい速乾ヘアタオルです。マイクロファイバー素材のタオルは柔らかい為、タオル
と髪の毛の摩擦が減り、さらに吸水力も高いのでドライヤー時間も軽減され、髪の毛への負担が軽減され
ます。濡れた髪の毛をくるくると丸めてボタンで固定できるため、長い髪の人は、髪の毛を乾かしながら

スキンケアやお料理、読書などのんびりお家時間を快適に過ごすことができます。

ピンクJANコード：4580585832983　ブルーJANコード4580585832990

パッケージサイズ：110mm×110mm×110mm　タオルサイズ：縦600mm×横400mm
素材：ポリエステル80％、ナイロン20％

カラー：ピンク・ブルーの2色からお選びいただけます。



東京都中央区築地1-10-11　RATIO1002　TEL03-6264-3227
mail:　n.hatayama@selavi.jp   担当：　畑山　和沙

sugar.C beauty では皆様のニーズを多面的にとらえ、アイディアを膨らませ
モノづくりを提案していきます。お気軽にお問合せください。

また、店舗の売り場のご提案もさせていただきます。
是非ご相談をお待ちしております。

連絡先
sugar.C beauty 販売代理店　株式会社セラヴィ

＜販売業者・バイヤー・プレス　ご担当者様＞

sugar.C beauty では、商品の企画・製造・販売・卸を行っております。
お客様が求めているものをマッチングさせ、良質な商品を提供し続けることを念頭に


