
       

    

 

  
 
 
肌感度™にアプローチ。美しさを引き出す SHISEIDO のモイスチャライザー 

2019 年 2 月 1 日（金）発売 
～美透白肌※1へ導く「ホワイトルーセント」、ハリ肌へ導く「ベネフィアンス」より～ 

 

資生堂は、世界 85 の国と地域で展開している「SHISEIDO」の美白ケアシリーズ「ホワイトルーセ

ント」、エイジングケア※2 シリーズ「ベネフィアンス」より、乳液とクリームの機能を兼ね備え、肌本来

の美しさを引き出すモイスチャライザー【全 6 品目 6 品種】を、2019 年 2 月 1 日(金）から、世界各

国で順次発売します。国内では全国のデパートを中心とした約 350 店と資生堂の総合美容サイト

「ワタシプラス」で発売します（発売元：株式会社資生堂インターナショナル）。 

*   美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎ、うるおいにより透明感をまとって内側から輝くような肌のことです。 

※2 年齢に応じたうるおいケアのことです。 

 

◆ SHISEIDO は、今回、健やかで美しい肌のために必要な、もともと自分の肌に備わっている

2 つの力「DEFEND」（守り抜く）＆「REGENERATE」（引き出す）に着目。 

◆ 「REGENERATE」を代表するモイスチャライザーは、乳液とクリームの機能を兼ね備えたアイ

テム。独自のテクノロジーで肌感度™にアプローチ。心地よいテクスチャーで肌本来の美しさ

を引き出す。今回発売する美白ケアの「ホワイトルーセント」、エイジングケアの「ベネフィアン

ス」に加え、保湿ケアの「エッセンシャル イネルジャ」から、肌タイプに応じて選べる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

商品特長  

 SHISEIDO は、「いつも通りスキンケアしているのに以前ほど手応えを感じない」というコンシューマー

のインサイトを捉え、モイスチャライザーを開発しました。独自のレニュラテクノロジー＋※3 を搭載し、

乾燥や肌あれなど肌の感覚に影響を及ぼす要因に着目して肌感度™にアプローチ。本来の美しさを

スムーズに引き出して、生きいきとした印象の肌へ導きます。「ホワイトルーセント」のモイスチャライザ

ーは、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎ、みずみずしいうるおいに満ちた肌が持続します。  

「ベネフィアンス」は、乾燥・ハリのなさなどのエイジングサインをケアし、うるおいとハリに満ちた、生き

いきと輝く肌に導きます。ともに、感触の違いで選べる夜用 2種と日中用の計 3種を配置しています。 
※3 乾燥を防ぎ、なめらかな肌に導く、明日葉 CGL コンプレックスβ（アシタバ葉／茎エキス、ナツメ果実エキス、カフェイン、グリセ

リン）配合テクノロジー 
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       株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社  
 

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂インターナショナルお問い合わせ先  フリーダイヤル0120-81-4710」でお受けしています。 



新しいスキンケアアプローチ「DEFEND」（守り抜く）＆「REGENERATE」（引き出す） 

SHISEIDO は、今回、健やかで美しい肌のために必要な、もともと自分の肌に備わっている 2 つの

力「DEFEND」（ディフェンド／守り抜く）＆「REGENERATE」（リジェネレイト／引き出す）に着目しました。 

「DEFEND」を代表するのは「アルティミューン」シリーズで、乾燥や紫外線などの外的ダメージから肌

を守り抜きます。一方、「REGENERATE」（リジェネレイト）を代表するのは、今回発売する「ホワイトル

ーセント」、「ベネフィアンス」、そして、2018 年に発売した「エッセンシャル イネルジャ」のモイスチャラ

イザーです。乾燥や肌あれなど肌の感覚に影響を及ぼす要因に着目して肌感度™にアプローチ。心

地よいテクスチャーで、肌本来の美しさを引き出します。「DEFEND」＆「REGENERATE」の考え方で、

もっと強く、生きいきとした美しさを目指します。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下余白） 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 分類 容量 希望小売価格 

SHISEIDO ホワイトルーセント 

ブライトニング ジェル クリーム （医薬部外品） 
薬用美白クリーム 50g 

8,500 円 

（税込 9,180 円） 

SHISEIDO ホワイトルーセント 

オーバーナイト クリーム （医薬部外品） 
薬用美白クリーム・マスク 75g 

11,500 円 

（税込 12,420 円） 

SHISEIDO ホワイトルーセント 

デーエマルジョン （医薬部外品） 
薬用美白乳液 （日中用） 50mL 

6,500 円 

（税込 7,020 円）   

SHISEIDO ベネフィアンス 

リンクル スムージングクリーム 
クリーム 50g 

9,500 円 

（税込 10,260 円）  

SHISEIDO ベネフィアンス 

リンクル スムージングクリーム エンリッチド 
クリーム 50g 

9,500 円 

（税込 10,260 円） 

SHISEIDO ベネフィアンス 

リンクル スムージングデーエマルジョン 
日中用乳液 75mL 

9,000 円 

（税込 9,720 円）  

【商品一覧】 全 6 品目 6 品種 



 

商品名・容量・価格 商品特長  

SHISEIDO  

ホワイトルーセント 

ブライトニング ジェル クリーム 

（医薬部外品） 

薬用美白クリーム 

50g 

8,500 円（税込 9,180 円） 

  

 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※3 を搭載。肌感度™

にアプローチします。 

○メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐとともに、みずみずし

いうるおいに満ちあふれた肌が持続します。 

○乾燥による小ジワを目立たなくし※4、明るく無垢な印象の 

美透白肌※1 に導きます。 
※4 効能評価試験済み 

使用法  

●朝、夜のお手入れの最後に、指先にパール粒 2 コ分を目安に

とり、なじませます。 

SHISEIDO 

ホワイトルーセント 

オーバーナイト クリーム 

（医薬部外品） 

薬用美白クリーム・マスク 

75ｇ  

11,500 円（税込 12,420 円） 

 

    

 
○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※3 を搭載。肌感度™

にアプローチします。 

○メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐとともに、深いうるお

いに満ちあふれた肌が持続します。 

○乾燥による小ジワを目立たなくし※4、深い眠りからすっきりと 

目覚めたような明るく輝く美透白肌※1 に導きます。 

使用法  

●夜のお手入れの最後に、パール粒2個分を目安にとり、なじませます。 

●マスクとしてご使用になる場合は、アーモンド粒 1 コ分を目安に

とり、顔全体にむらなくのばします。クリームが肌になじんでい

きますので、そのままご就寝ください。 

SHISEIDO 

ホワイトルーセント 

デーエマルジョン 

（医薬部外品） 

薬用美白乳液（日中用） 

SPF50+・PA++++ 

50mL  

6,500 円（税込 7,020 円） 

    

 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※3 を搭載。肌感度™

にアプローチします。 

○メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐとともに、  

日中の紫外線や空気中の微粒子による肌ダメージから肌を守ります。 

○乾燥による小ジワを目立たなくし※4、うるおいに満ちあふれた 

明るく無垢な輝きのく美透白肌※1 を保ちます。 

使用法  

●朝、お手入れの最後に、指先にパール粒 2 コ分目安にとり、 

 ていねいになじませます。 

明るく無垢な印象の美透白肌※1 へ。 

軽くなめらかな感触のジェルクリーム 

すっきり目覚めたような、明るく輝く美透白肌※1 へ。 

こくのある感触で、マスクとしても使用できるクリーム 

明るく無垢な輝きの美透白肌※1 を保つ。 

みずみずしくなめらかな感触の日中用乳液 

※表示価格は希望小売価格です。 

 
【商品概要】 

 



商品名・容量・価格 商品特長 

SHISEIDO 

ベネフィアンス 

リンクル スムージングクリーム 

＜クリーム＞ 

50g 

9,500 円（税込 10,260 円）  

     

 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※3 を搭載。肌感度™

にアプローチします。 

○シルクのようになめらかな感触で、乾燥、ハリのなさなどのエイ

ジングサインをケア。 

○肌にうるおいを与え、乾燥による小ジワを目立たなくし※4、 

うるおいに満ちたなめらかなハリ肌に導きます。 

使用法  

●朝、夜のお手入れの最後に、指先にパール粒 2 コ分を目安に

とり、なじませます。 

SHISEIDO 

ベネフィアンス 

リンクル スムージングクリーム 

エンリッチド 

＜クリーム＞ 

50g 

9,500 円（税込 10,260 円） 

     

 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※3 を搭載。肌感度™

にアプローチします。 

○リッチでなめらかな感触で、乾燥、ハリのなさなどのエイジング

サインをケア。 

○肌にうるおいを与え、乾燥による小ジワを目立たなくし※4、 

うるおいに満ちたなめらかなハリ肌に導きます。 

使用法  

●朝、夜のお手入れの最後に、指先にパール粒 2 コ分を目安に

とり、なじませます。 

SHISEIDO 

ベネフィアンス  

リンクル 

スムージングデーエマルジョン 

＜日中用乳液＞ 

SPF30・PA+++ 

75mL 

9,000 円（税込 9,720 円） 

    

 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※3 を搭載。肌感度™

にアプローチします。 

○みずみずしくなめらかな感触で、乾燥、ハリのなさなどの 

エイジングサインをケア。 

紫外線や空気中の微粒子による肌ダメージからも守ります。 

○日中の肌にうるおいを与え、乾燥による小ジワを目立たなくし※4、 

うるおいに満ちたなめらかなハリ肌を保ちます。 

使用法  

●朝、お手入れの最後に、手のひらにディスペンサー1 回押し分

をとり、顔全体にていねいになじませます。 

■SHISEIDO ブランドサイト https://brand.shiseido.co.jp/home 

生きいきと輝くハリ肌へ。 

シルクのようになめらかな感触のクリーム 

生きいきと輝くハリ肌へ。 

リッチでなめらかな感触のクリーム 

生きいきと輝くハリ肌を保つ。 

みずみずしくなめらかな感触の日中用乳液 

※表示価格は希望小売価格です。 

 

【商品概要】 

 

https://brand.shiseido.co.jp/home

