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≪掲載時のクレジット≫ 

フィッツコーポレーション TEL：03-5772-1014 

    

 

 

 

 

 

 
 

 
株式会社株式会社株式会社株式会社フィッツコーポレーションフィッツコーポレーションフィッツコーポレーションフィッツコーポレーション((((東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区、、、、代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    富樫康博富樫康博富樫康博富樫康博))))はははは、、、、    

2012201220122012 年年年年 02020202 月月月月 01010101 日日日日よりよりよりより、、、、““““ただのブラウンじゃないただのブラウンじゃないただのブラウンじゃないただのブラウンじゃない    恋恋恋恋するピンクブラウンするピンクブラウンするピンクブラウンするピンクブラウン””””「「「「ラブスイッチラブスイッチラブスイッチラブスイッチ」」」」がががが    

テレビではもちろんテレビではもちろんテレビではもちろんテレビではもちろん、、、、モデルとしてもモデルとしてもモデルとしてもモデルとしても大活躍中大活躍中大活躍中大活躍中のののの    優木優木優木優木まおみさんをまおみさんをまおみさんをまおみさんを起用起用起用起用いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

優木優木優木優木まおみさんをまおみさんをまおみさんをまおみさんを起用起用起用起用したビジュアルでしたビジュアルでしたビジュアルでしたビジュアルで、、、、広告広告広告広告・・・・店頭店頭店頭店頭・・・・ＷＥＢＷＥＢＷＥＢＷＥＢ（（（（http://www.loveswitch.jp/））））でででで    

展開展開展開展開をををを開始開始開始開始いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた、、、、2012201220122012 年年年年 02020202 月月月月 14141414 日日日日バレンタインシーズンにバレンタインシーズンにバレンタインシーズンにバレンタインシーズンに、、、、    
日本初日本初日本初日本初、「、「、「、「    チョコチョコチョコチョコ香香香香りりりり    不二家不二家不二家不二家 LOOKLOOKLOOKLOOK コラボコラボコラボコラボ    ピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラ」」」」をををを発売発売発売発売いたいたいたいたしますしますしますします。。。。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優木まおみさんに憧れている 10 代後半～30 代前半の 110 名の女性に、 

「「「「優木優木優木優木まおみさんのまおみさんのまおみさんのまおみさんの目目目目がががが好好好好きですかきですかきですかきですか？」？」？」？」という質問に 

アンケート調査を実施したところ、 

全体全体全体全体のののの 83838383％％％％のののの人人人人がががが、、、、好好好好ききききという集計結果が出ました。 

ラブスイッチ ピンクブラウンのアイメイクで、優木まおみさんのような 

ピュアピュアピュアピュアナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルブラウンブラウンブラウンブラウンアイメイクアイメイクアイメイクアイメイクを実現することが可能です。 

 

～ただのブラウンじゃない 恋するピンクブラウン～ 

ラブスイッチ   
❤日本で初めて! “チョコの香り”がするマスカラ❤ 

優木まおみ イメージキャラクター契約のお知らせ 

契約のお知らせ 

◆◆◆◆マーケティングデータマーケティングデータマーケティングデータマーケティングデータ    
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株式会社フィッツコーポレーションは、現在  

オリジナル 20 ブランド（うち化粧品 12 ブランド

合計 48 ブランドを取り扱っております。 

 

 

 

黒の代わりに茶色を引き締め色として使うことで

スウィートな表情に仕上げる｢｢｢｢ピュアピュアピュアピュアナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル
今人気のこのメイクにピッタリの「「「「ピンクブラピンクブラピンクブラピンクブラウウウウ

大人の女の子メイクを完成させます。ピンクパールピンクパールピンクパールピンクパール
とろけるように甘く、惹き込むほど印象的な目元
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロング マスカラ                 カール マスカラ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タレント・ファッションモデルとしてタレント・ファッションモデルとしてタレント・ファッションモデルとしてタレント・ファッションモデルとして幅広幅広幅広幅広

オシャオシャオシャオシャレでレでレでレで清潔感清潔感清潔感清潔感がありがありがありがあり、、、、優優優優しいまなざしのしいまなざしのしいまなざしのしいまなざしの

まさにまさにまさにまさに、、、、ラブスイッチのブランドイメージにぴったりですラブスイッチのブランドイメージにぴったりですラブスイッチのブランドイメージにぴったりですラブスイッチのブランドイメージにぴったりです
 

 

●○●○●○●○優木優木優木優木まおみまおみまおみまおみ    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール○●○●○●○●    
 

■ 生年月日 : 1980 年 3 月 2 日    B 型  

■Official サイト: http://moov.jap.co.jp/yuuki/

■Official ブログ :http://ameblo.jp/yuki-maomi/

■学歴 

1998 年 3 月 佐賀県立致遠館高等学校 卒業

1998 年 4 月 東京学芸大学 入学 小学校教員課程

1998 年 9 月～平成 11 年 3 月 ハワイ大学語学集中

2001 年 3 月 東京学芸大学 卒業 

 

マスカラマスカラマスカラマスカラ    

◆◆◆◆ラブスイッチラブスイッチラブスイッチラブスイッチ    ピンクブラウンについてピンクブラウンについてピンクブラウンについてピンクブラウンについて

◆◆◆◆ラブスイッチラブスイッチラブスイッチラブスイッチ    商品商品商品商品ラインナップラインナップラインナップラインナップ    

◆◆◆◆フィッツコーポレーションについてフィッツコーポレーションについてフィッツコーポレーションについてフィッツコーポレーションについて    

契約のお知らせ 
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  http://www.fits

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング部部部部    PRPRPRPR チームチームチームチーム            早河早河早河早河・・・・藤井藤井藤井藤井・・・・加藤加藤加藤加藤・・・・七里七里七里七里

 
グリーンファンタジアビル 6 階 

≪掲載時のクレジット

フィッツコーポレーション

 
               http://www.fits-japan.com/ 

  香水事業・化粧品事業・飲料事業を展開しております

ブランド）、エージェント 28 ブランド（うち化粧品 7 ブランド

うことで印象をやわらげ、 

ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルブラウンメイクブラウンメイクブラウンメイクブラウンメイク｣｣｣｣。 

ウウウウンマスカランマスカランマスカランマスカラ」」」」は、気負っていないリラックス感とピュアさで

ピンクパールピンクパールピンクパールピンクパール    が入った特別なブラウンが、 

目元を作り上げます。 

                 ペンシル アイライナー     リキッドアイライナー          

幅広幅広幅広幅広いいいい女性女性女性女性からからからから注目度注目度注目度注目度のののの高高高高いいいい優木優木優木優木まおみまおみまおみまおみ

しいまなざしのしいまなざしのしいまなざしのしいまなざしの持持持持ちちちち主主主主でもあるでもあるでもあるでもある彼女彼女彼女彼女はははは、、、、    

ラブスイッチのブランドイメージにぴったりですラブスイッチのブランドイメージにぴったりですラブスイッチのブランドイメージにぴったりですラブスイッチのブランドイメージにぴったりです。。。。    

http://moov.jap.co.jp/yuuki/  

maomi/ 

卒業 

小学校教員課程 国語科 

大学語学集中プログラムにて語学留学 

アイライナーアイライナーアイライナーアイライナー    

ピンクブラウンについてピンクブラウンについてピンクブラウンについてピンクブラウンについて    

            
フィッツコーポレーションフィッツコーポレーションフィッツコーポレーションフィッツコーポレーション    

http://www.fits-japan.com   

2012年 02月 01日(火) 

七里七里七里七里・・・・小川小川小川小川    

のクレジット≫ 

ツコーポレーション TEL：03-5772-1014 

 

しております。 

ブランド）  

とピュアさで、 

          アイブロウマスカラ           

まおみまおみまおみまおみささささんんんんはははは、、、、    

アイブロウアイブロウアイブロウアイブロウ    
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2012 年 02 月 14 日、ラブスイッチ ピンクブラウンシリーズより、 

不二家不二家不二家不二家 LOOKLOOKLOOKLOOK とコラボレーションした““““チョコのチョコのチョコのチョコの香香香香りりりり””””のロングマスカラのロングマスカラのロングマスカラのロングマスカラを、限定発売いたします。 

バレンタインの季節にぴったりな香りで、気になる相手に会いに行ってみては？ 

 

❤甘甘甘甘～～～～いいいいチョコのチョコのチョコのチョコの香香香香りりりり付付付付きききき♪♪♪♪    
LOOK が食べたくなっちゃう本物のチョコのような香り。 

❤ボトルボトルボトルボトル＆＆＆＆パッケージがパッケージがパッケージがパッケージが限定限定限定限定デザインデザインデザインデザイン        

思わず「チョコ？」と思ってしまうおいしそうなデザイン！    

❤１１１１本本本本１１１１本本本本キレイにキレイにキレイにキレイに伸伸伸伸びるセパレートブラシびるセパレートブラシびるセパレートブラシびるセパレートブラシ 
まつげに液がからみやすいセパレートブラシだから、 

重ねても 重ねても キレイに伸びる！ 

❤ロングファイバーロングファイバーロングファイバーロングファイバー＆＆＆＆グロッシーフィルムグロッシーフィルムグロッシーフィルムグロッシーフィルム 
液とロングファイバーがまつげに密着し、根本からつややかにラッピング。 

❤涙涙涙涙にもにもにもにも擦擦擦擦れにもれにもれにもれにも強強強強いいいいマルチプルーフタイプマルチプルーフタイプマルチプルーフタイプマルチプルーフタイプ        泣いてもパンダにならない！ 

❤おおおお湯湯湯湯でするんとでするんとでするんとでするんと簡単簡単簡単簡単 OFFOFFOFFOFF のフィルムタイプのフィルムタイプのフィルムタイプのフィルムタイプ    

    

    

    

    

    

    

    
不二家 LOOK ショコラ 18×ラブスイッチ 

限定限定限定限定コラボパッケージコラボパッケージコラボパッケージコラボパッケージも同時発売 

18 粒の小粒なショコラ 
� 香り高いガナッシュクリーム…クリーミーでなめらかなおいしさ 

� コクのあるトリュフクリーム…キャラメルが隠し味の濃厚な味わい 

� やわらかチョコムース…ふんわり軽やかな口どけ 

 

 

 
 

商品概要 
 

■ブランド名：ラブスイッチ  ■商品名：ピンクブラウンマスカラ LOOK 限定コラボ チョコの香り  

■容量：7.3g  ■価格：1,575 円（税込）  ■発売日：2012 年 2 月 14 日（バレンタインデー♥） 

■発売場所：全国バラエティショップ等                   

■通常商品ラインナップ：ロング／カールマスカラ、ペンシル／リキッドアイライナー、アイブロウマスカラ 

◆◆◆◆限定限定限定限定◆◆◆◆    ピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラ    LOOKLOOKLOOKLOOK 限定限定限定限定コラボコラボコラボコラボ        チョコのチョコのチョコのチョコの香香香香りりりり    ロングマスカラロングマスカラロングマスカラロングマスカラ        

ピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラピンクブラウンマスカラ    

ピンクブラウンだとピンクブラウンだとピンクブラウンだとピンクブラウンだと    

とってもナチュラルとってもナチュラルとってもナチュラルとってもナチュラル♪♪♪♪    

どんなにどんなにどんなにどんなに重重重重ねてねてねてねて塗塗塗塗ってもってもってもっても    

ふんわりやさしいふんわりやさしいふんわりやさしいふんわりやさしい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気にににに 

黒黒黒黒マスカラマスカラマスカラマスカラ    

コラボコラボコラボコラボ    ポイントポイントポイントポイント    

契約のお知らせ 


