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均一なハリで、もっと「つや玉」 
「エリクシール」の化粧水・乳液が進化 

～2018年 10月 21日（日）発売～ 
 

資生堂は、エイジングケア*ブランド「エリクシール」より、進化した新化粧水「エリクシール シュペリエル リフ

トモイスト ローション T」（医薬部外品）他新製品【全 16 品目 16 品種 ノープリントプライス】 を 2018 年 10月

21日（日）より発売します。 *年齢に応じたうるおいケアのこと 

 

◆ハリと透明感に満ちた「つや玉」のある肌に導く「エリクシール」が進化。ハリが気になる方に向けた「エリクシ

ール シュペリエル」より新化粧水、乳液、朝用乳液を発売。 

◆先進のコラーゲン研究技術を搭載し、肌に均一なハリを与え、もっと「つや玉」が輝く肌に導きます。 

 

発売の背景 

「エリクシール」は、肌をハリと透明感で満たし、みずみず 

しく輝くような「つや玉」のある肌に導くブランドです。多くの 

お客さまから「つや玉のある肌になりたい」という声をいただ 

いている一方で、エイジングサインを感じている女性のなか 

には、「私の肌にはつや玉がない」と感じている方も多いこと 

を捉えました。 

また、「つや玉」ができにくい肌は、ハリがなくしぼんだよう

に肌に小さな凹凸があり、光が均一に反射されないため、

「つや玉」が目立たないということがわかりました。 

そこで、先進のコラーゲン研究より、肌になめらかで均一

なハリを与え、もっと「つや玉」が輝く肌に導く化粧水、乳液、

朝用乳液を発売します。 

 

 

商品特長 

化粧水「エリクシール シュペリエル リフトモイスト ローション T」（医薬部外品）、乳液「エリクシール シュ

ペリエル リフトモイスト エマルジョン T」（医薬部外品）、朝用乳液「エリクシール シュペリエル デーケアレボ

リューション T／T+ 」（医薬部外品）は、厳選成分クレソンエキス BG※1を新たに配合し進化します。たっぷりの

うるおいで、なめらかで均一なハリを与え、毎日「つや玉」が輝き続ける肌へ導きます。パッケージは、輝くよう

な「つや玉」のある肌に導く効果感を表現した新デザインに刷新しました。 
※1 オランダカラシエキス、1, 3-ブチレングリコール（保湿） 

 

販売展開・プロモーション 

 CM モデルは引き続き、「篠原 涼子（しのはら りょうこ）」さんを起用します。2018 年 10 月下旬より、TVCM・

WEB 広告を展開します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約 20,000 店です。あわせて、

資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」でも販売します。 

 

「エリクシール」とは 

「エリクシール」は 1983 年に肌とコラーゲンの関係に着目して誕生しました。先進のコラーゲン研究を活かし、

肌をハリと透明感で満たし、みずみずしく輝くような「つや玉」のある肌に導くブランドです。11年連続スキンケア

市場ブランド別金額シェア No.1※2を堅持しています。 

※2 インテージ SRI スキンケア市場 2007年 1月～2017年 12月累計 ブランド別金額シェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から「リフトモイスト エマルジョン T」「リフトモイスト ローション T」

「デーケアレボリューション T+」 （全て医薬部外品） 
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【商品一覧】  

商品名 分類 容量 品種 価格 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト ローション T Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（医薬部外品）  
薬用 化粧水 170mL 3種 

ノープリント 

プライス 

 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト ローション T Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(医薬部外品) 

つめかえ用 

薬用 化粧水 150mL 3種 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト ローション T Ⅱ（医薬部外品） 

ジャーニーサイズ  

薬用 化粧水 30mL 1種 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト エマルジョン T Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（医薬部外品） 
薬用 乳液 130mL 3種 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト エマルジョン T Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（医薬部外品） 

つめかえ用 

薬用 乳液     110mL 3種 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト エマルジョン T Ⅱ（医薬部外品） 

ジャーニーサイズ 

 薬用 乳液 30mL 1種 

エリクシール シュペリエル 

デーケアレボリューション T（医薬部外品）  
薬用 朝用乳液 35mL 1種 

エリクシール シュペリエル 

デーケアレボリューション T+（医薬部外品）  
薬用 朝用乳液 35mL 1種 

 

 

<以下余白> 

  

全 16品目 16品種 



 

エイジングケア＊ 

均一なハリを与え、「つや玉」続く 薬用 化粧水 

 

エイジングケア＊ 

均一なハリを与え、「つや玉」続く 薬用 乳液 

 

【商品概要】 

商品名・容量・価格 商品特長 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト ローション T 

（医薬部外品） 

薬用 化粧水 

本体 170mL   

つめかえ用 150mL 

ジャーニーサイズ 30mL（Ⅱのみ）  

3種 

Ⅰ：さっぱり Ⅱ：しっとり 

Ⅲ：とてもしっとり 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊年齢に応じたうるおいケア 

○たっぷりのうるおいで、なめらかで均一なハリを与え、毎日「つや玉」が

輝き続ける肌へ導きます。 

   

-厳選成分クレソンエキス BG 

（オランダカラシエキス、1, 3-ブチレングリコール：保湿）配合 

-独自成分イノシトール CP 

 （イノシット、酵母エキス（3）、グリセリン：保湿）配合 

-コラーゲン GL（水溶性コラーゲン、グリセリン：保湿）配合 

-m-トラネキサム酸配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ美白有効成分 

 

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香りです。 

 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではあり

ません）。 

使用法 

●洗顔の後、コットンに 500 円硬貨大よりやや大きめにたっぷりとり、指に

はさみ、顔の丸みにフィットさせ、ていねいになじませます。 

 

エリクシール シュペリエル 

リフトモイスト エマルジョン T 

（医薬部外品） 

薬用 乳液 

本体 130mL   

つめかえ用 110mL 

ジャーニーサイズ 30mL (Ⅱのみ) 

3種  

Ⅰ：さっぱり 

Ⅱ：しっとり 

Ⅲ：とてもしっとり 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○たっぷりのうるおいで、なめらかで均一なハリを与え、毎日「つや玉」が 

輝き続ける肌へ導きます。 

   

-厳選成分クレソンエキス BG 

（オランダカラシエキス、1, 3-ブチレングリコール：保湿）配合 

-独自成分イノシトール CP 

 （イノシット、酵母エキス（3）、グリセリン：保湿）配合 

-コラーゲン GL（水溶性コラーゲン、グリセリン：保湿）配合 

-m-トラネキサム酸配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ美白有効成分 

 

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香りです。 

 

○目もと口もとにあらわれやすい、乾燥による小じわを目立たなくします。

（効能評価試験済み） 

 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではあり

ません）。 

使用法 

●化粧水の後、コットンに 10 円硬貨大よりやや大きめにたっぷりとり、指

にはさみ、顔の丸みにフィットさせ、ていねいになじませます。 

 

※価格はノープリントプライスです。 

 

 



 

エイジングケア＊   

化粧水の後 1本で、夕方まで「つや玉」 薬用 朝用乳液 

 

  

 

【商品概要】 

商品名・容量・価格 商品特長 

エリクシール シュペリエル 

デーケアレボリューション T  

（医薬部外品） 

薬用 朝用乳液 

35mL   

1種  

SPF30・PA++++ 

  

 

エリクシール シュペリエル 

デーケアレボリューション T+ 

（医薬部外品） 

薬用 朝用乳液 

35mL   

1種  

SPF50+・PA++++ 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊年齢に応じたうるおいケア 

○「つや玉」が輝く朝の印象を、夕方までキープするために。乳液、化粧

下地、プロテクターの 3つの効果が 1本に。 

 

-厳選成分クレソンエキス BG 

（オランダカラシエキス、1, 3-ブチレングリコール：保湿）配合 

-独自成分イノシトール CP（イノシット、酵母エキス（3）、グリセリン：保湿）配合 

-コラーゲン GL（水溶性コラーゲン、グリセリン：保湿）配合 

-ワンデーアクアマスク EX（トルメンチラエキス、2―メタクリロイルオキシエチル

ホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、アセチル化ヒアルロン酸ナトリ

ウム、イザヨイバラエキス、マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル：保湿）配合 

-m-トラネキサム酸配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ美白有効成分 

 

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香りです。 

 

○ファンデーションのつきやのりをアップします。 

 

○乾燥による小じわを目立たなくします。（効能評価試験済み） 

 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではあり

ません）。 

 

使用法 

●朝、化粧水の後、手のひらにとり顔全体になじませ、さらに紫外線の影

響を受けやすい頬などを中心に重ねづけします。（朝のお手入れの最

後に使用し、その後ファンデーションをご使用いただけます。） 

●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。 

 

 

 

※価格はノープリントプライスです。 

 


