2019-10
株式会社資生堂
資生堂ジャパン株式会社

～資生堂初、5 ブランドタイアップ実施～
ディズニー最新作『アナと雪の女王２』限定デザイン商品順次発売
商品発売に先立ち「“あなたもプリンセス”キャンペーン」を 10 月 4 日（金）からスタート。
資生堂は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が、11 月 22 日（金）に公開する最新作『アナと雪の女王２』
と、初の 5 ブランドタイアップ限定デザイン商品【「スノービューティー」「ｄプログラム」「専科」「インテグレート」「マ
キアージュ」 全 20 品目、25 品種】を、10 月 21 日（月）から数量限定で順次発売します。

映画『アナと雪の女王２』とのタイアップの背景
ディズニー・アニメーション最新作『アナと雪の女王２』は、ありのままに生きようとするアナとエルサの姿に多
くの女性たちから支持を得た『アナと雪の女王』の続編となる映画です。
資生堂は、この映画のアナとエルサのように、個性の違いを認め合い、共に輝く女性たちを応援するメッセー
ジ “BeDifferent, BeTogether”のもと、同作品とのタイアップを実施します。
映画に登場するアナとエルサを描いた限定パッケージ商品や、二人にインスパイアされた限定カラーを発売
し、スキンケアやメイク化粧品を通じて、個性を大切に自分らしく輝くことを応援いたします。
プロモーション
『アナと雪の女王２』限定デザイン商品の発売に伴い、10 月 4 日（金）から特設 Web サイトを開設し、「“あなた
もプリンセス”キャンペーン」を実施します。
本キャンペーンでは、すべての女性がプリンセスであるというコンセプトのキャンペーンムービーを公開します。
ムービーの視聴後、特設 Web サイトにて「スノービューティー」「ｄプログラム」「専科」「インテグレート」「マキアー
ジュ」の 5 ブランドのうち希望する 1 つの公式アカウントをフォローし、自動生成されるタグ「＃わたしもプリンセ
ス」を Twitter に投稿いただくと、抽選で合計 250 名様に『アナと雪の女王２』限定デザイン商品をプレゼントしま
す。
■特設 Web サイト：https://www.shiseido.co.jp/princess

※なお、11 月以降のプロモーション展開の詳細は 11 月下旬に別途プレスリリースを配信予定です。

【数量限定発売商品一覧】
発売日
10 月 21 日

10 月 21 日

10 月 21 日
10 月 21 日

10 月 21 日

10 月 21 日

11 月中旬

11 月中旬

11 月中旬

11 月中旬
11 月中旬

11 月中旬
11 月中旬
11 月 21 日

11 月 21 日

商品名
スノービューティー
ホワイトニング トーンアップエッセンス
（医薬部外品）
ⅾ プログラム
バランスケア ローション W Ⅱ
（医薬部外品）
ⅾ プログラム
アクネケア ローション W （医薬部外品）
ⅾ プログラム
モイストケア ローション W
（医薬部外品）
ⅾ プログラム
バイタルアクト ローション W Ⅱ
（医薬部外品）
ⅾ プログラム
ホワイトニングクリア ローション
（医薬部外品）
純白専科
すっぴん美容水Ⅱ 限定デザイン
（しっとりタイプ）（医薬部外品）
販売名：専科 薬用美白美容水（R）
純白専科
すっぴん白雪美容液 限定デザイン
（医薬部外品）
販売名：専科 薬用美白クリーム
純白専科
すっぴん朝雪美容液 限定デザイン
（医薬部外品）
販売名：専科 日中用薬用美白クリーム
洗顔専科
パーフェクトホイップ u 限定デザイン
洗顔専科
パーフェクトホイップ コラーゲン in 限定デザ
イン
洗顔専科
パーフェクト ホワイトクレイ 限定デザイン
洗顔専科
オールクリアオイル 限定デザイン
インテグレート
プロフィニッシュファンデーション
特製セット F2
インテグレート
トリプルレシピアイズ F2

分類
薬用
美白美容液
・化粧下地

容量

品種

価格

40ｍＬ

1種

ノープリント
プライス

敏感肌用化
粧水

125ｍL

1種

3,500 円
（税抜）

敏感肌用
化粧水

125ｍL

1種

3,500 円
（税抜）

敏感肌用
化粧水

125ｍL

1種

3,500 円
（税抜）

敏感肌用
化粧水

125ｍL

1種

4,500 円
（税抜）

敏感肌用
美白化粧水

125ｍL

1種

4,000 円
（税抜）

化粧水・
美容液

200mL

1種

オープン価格

薬用
美白美容液

35g

1種

オープン価格

日中用
薬用
美白美容液

40g

1種

オープン価格

洗顔
フォーム

120g

1種

オープン価格

洗顔
フォーム

120g

1種

オープン価格

洗顔
フォーム

120ｇ

1種

オープン価格

メイク落とし

230mL

1種

オープン価格

ファン
デーション

10ｇ

2種

ノープリント
プライス

アイシャドウ

3.3g

2種

ノープリント
プライス

11 月 21 日

インテグレート
スナイプジェルライナー F2

アイライナー

0.13g

1色

ノープリント
プライス

11 月 21 日

インテグレート
スナイプジェルライナー（シャドウタッチ） F2

アイライナー

0.25g

1色

ノープリント
プライス

11 月 21 日

インテグレート
マイポシビリティー
マキアージュ
ドラマティックパウダリー＆コンパクトケース
限定デザインセット Ｆ2
マキアージュ
ドラマティックスキンセンサーベース ＥＸ Ｆ2

オード
パルファム

40mL

1種

ノープリント
プライス

ファン
デーション

9.3ｇ

2種

ノープリント
プライス

化粧下地

25ｍL

1種

ノープリント
プライス

口紅

4g

2種

ノープリント
プライス

11 月 21 日

11 月 21 日
11 月 21 日

マキアージュ
ドラマティックルージュＥＸ Ｆ2

＜ご参考＞ディズニー・アニメーション最新作『アナと雪の女王２』について
■公開日 ：11 月 22 日（金） ※日米同時上映
■ストーリー：アレンデール王国を治めるエルサとアナの姉妹は、深い絆で結ばれ、幸せな日々を過ごしていた。
だが、エルサにしか聞こえない不思議な“歌声”によって、姉妹は未知なる世界へと導かれる。それは、エルサ
の“魔法の力”の秘密を解き明かす、驚くべき旅の始まりだった…。

＜以下、余白＞

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。

「“あなたもプリンセス”キャンペーン」 概要
■キ ャ ン ペ ー ン 名： “あなたもプリンセス”キャンペーン
■特設 Web サイト： URL：https://www.shiseido.co.jp/princess ※10 月 4 日（金）から開設
■応

募

期

間： 第 1 弾・・・10 月 4 日（金）～10 月 31 日（木）23:59
第 2 弾・・・11 月 1 日（金）0:00～11 月 21 日（木）23:59

■応

募

方

法： 特設 Web サイト（URL：https://www.shiseido.co.jp/princess）にアクセスし、各ブランドの『アナと
雪の女王２』限定デザイン商品を閲覧し、キャンペーンムービーを視聴してプレゼント希望する
ブランドの公式アカウントをフォローします。応募ページにてプレゼントを希望するブランドを１
つ選び応募ボタンを押して希望商品を選び、自動生成される「＃わたしもプリンセス」等の規定
テキストを、Twitter に投稿していただきます。

■応

募

資

格： ・20 歳以上に限定させていただきます（未成年者は応募・当選の対象外になります）。
・日本国内在住者に限定させていただきます。

■賞 品 ･当 選 者 数： 以下の『アナと雪の女王２』限定デザイン商品を、抽選で計 250 名様にプレゼントします。
・「スノービューティー ホワイトニング トーンアップエッセンス」（10 名様）
・「ｄプログラム バランスケア ローション Ｗ Ⅱ
・「ｄプログラム アクネケア ローション Ｗ
・「ｄプログラム モイストケア ローション Ｗ

(医薬部外品)」（10 名様）

(医薬部外品)」（10 名様）
(医薬部外品)」（10 名様）

・「ｄプログラム バイタルアクト ローション Ｗ Ⅱ
・「ｄプログラム ホワイトニングクリア ローション

(医薬部外品)」（10 名様）
(医薬部外品)」（10 名様）

・「洗顔専科 パーフェクトホイップ u 限定デザイン」（10 名様）
・「洗顔専科 パーフェクトホイップ コラーゲン in 限定デザイン」（10 名様）
・「洗顔専科 オールクリアオイル 限定デザイン」（10 名様）
・「洗顔専科 パーフェクト ホワイトクレイ 限定デザイン」（10 名様）
・「純白専科 すっぴん美容水Ⅱ（しっとりタイプ）(医薬部外品)」（10 名様）
・「純白専科 すっぴん白雪美容液(医薬部外品)」（10 名様）
・「純白専科 すっぴん朝雪美容液 (医薬部外品)」（10 名様）
・「インテグレート プロフィニッシュファンデーション 特製セット F2 オークル 10」（10 名様）
・「インテグレート プロフィニッシュファンデーション 特製セット F2 オークル 20」（10 名様）
・「インテグレート トリプルレシピアイズ F2 ⑩ バイオレット」（10 名様）
・「インテグレート トリプルレシピアイズ F2 ⑳ オレンジブラウン」（10 名様）
・「インテグレート スナイプジェルライナー F2 ⑩ グレージュブラウン」（10 名様）
・「インテグレート スナイプジェルライナー（シャドウタッチ） F2 ⑳ ゴールドカーキ」（10 名様）
・「インテグレート マイポシビリティー」（10 名様）」
・「マキアージュ ドラマティックパウダリー＆コンパクトケース
限定デザインセット Ｆ２ オークル 10」（10 名様）
・「マキアージュ ドラマティックパウダリー＆コンパクトケース
限定デザインセット Ｆ２ オークル 20」（10 名様）
・「マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース ＥＸ Ｆ２」（10 名様）
・「マキアージュ ドラマティックルージュ EX F2 ⑩」（10 名様）
・「マキアージュ ドラマティックルージュ EX F2 ⑳」（10 名様）
■そ

の

他： ・当選者の発表は、フォローいただいた各ブランドの公式 twitter アカウントからのダイレクトメ
ッセージをもってかえさせていただきます。
・賞品は当選後に各ブランド公式アカウントから配信される当選メールにある入力フォーマットに
入力した住所宛てに発送いたします。

ディズニー最新作『アナと雪の女王２』限定デザイン 商品概要
【１０月２１日発売 スノービューティー 商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

スノービューティー
ホワイトニング トーンアップエッセ
ンス

（医薬部外品）

1種

40ｍＬ

薬用美白美容液・化粧下地

～ひと塗りで肌に密着、雪のように透明感を放つ肌へ～
24 時間使える。瞬間美白メイク＆美白※1 ケア
薬用美白※1 トーンアップエッセンス
※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

ノープリントプライス
【数量限定品】

日中の笑顔から夜の眠り顔まで。
そっと肌に降りつもる雪のように、24 時間使える、美しい素肌のお守り。
ディズニー最新作『アナと雪の女王２』をイメージした限定デザイン。
美しく輝く雪の結晶をパッケージ全体にあしらい、いつもあなたの素肌のそば
に。

○日中は明るさアップ演出や化粧下地に、夜は素肌ケアとして、24 時間使え
る薬用美白※1 トーンアップエッセンスです。
○瞬間美白メイク効果
・瞬時に明るく透明感のある肌に整え、まるで雪のように澄んだ白い素肌のよ
うに仕上げます。
―スムースホワイトパウダー
―七色パール
○美白ケア・素肌ケア効果
・美白有効成分「ｍ－トラネキサム酸 ※2」配合で、メラニンの生成を抑えシミ・
そばかすを防ぎます。
※2：トラネキサム酸
・うるおいのある澄んだ肌に整えます。
―ユキノシタエキス、ホワイトリリーエキス、グリセリン：保湿
―ヒアルロン酸ナトリウム：保湿
○穏やかにやさしく香る、フローラルアロマの香り

＜使用法＞
明るさアップ演出や素肌ケアとして使用する場合
●スキンケアをよくなじませた後、手のひらに適量をとり、顔全体になじませま
す。
化粧下地として使用する場合
●ファンデーションの前に使用します。

商品特長

商品名・容量・価格

【7 つの使い方で、24 時間美しく】
1．朝、化粧下地として
ファンデを密着。ワントーン明るい肌を演出します。
2．夜のお手入れの最後に
角層深くまでうるおいで満たします。
3．つけている間、美白ケア
メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。
4．すっぴん風メイク
自然なカバー力と透明感で、「すっぴん」風メイクを叶えます。
5．くすみカバーやハイライトに
ファンデの前に重ね塗りして、明るさをプラスします。
6．デコルテ、首もと、手もとに
明るく美しいボディを演出します。
7．香りでリラックスタイム
フローラルアロマの香りが穏やかにやさしく香ります。

■スノービューティー ブランドサイト

https://www.shiseido.co.jp/sb/

【１０月２１日発売 ⅾプログラム 商品概要】
商品名・容量・価格
ⅾ プログラム
バランスケア ローション W Ⅱ
（医薬部外品）
敏感肌用化粧水
125ｍL 3,500 円（税抜）

商品特長
ふっくらやわらかな
透明感あふれる美肌に導く化粧水

〇ディズニー最新作『アナと雪の女王２』限定デザインボトル （数量限定）
【数量限定品】
〇角層にしっかり浸透し、うるおいを与えてきめを整え、毛穴まで目立たない
肌に導きます。
―W－H－スタビライジング A 配合
（セイヨウサンザシエキス、イチョウ葉エキス、エリスリトール、グリセリン
／保湿）
〇ニキビ・肌あれを防ぎます。
－抗肌あれ有効成分 グリチルリチン酸塩 配合
〇メラニンの生成を抑制し、シミ・ソバカスを防ぎます。
－美白有効成分 ｍ－トラネキサム酸※ 配合
※トラネキサム酸

〇低刺激設計
－デリケート肌でも使える厳選された成分を使用
－アルコール（エチルアルコール）無添加、パラベン（防腐剤）無添加
－無香料
－無着色
－クリーン製法
－弱酸性
〇敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み
〇アレルギーテスト済み
〇ニキビのもとになりにくい処方
（すべての方にアレルギーや皮ふ刺激が起きない、また、ニキビができない
わけではありません。）
＜使用法＞
●洗顔の後、手のひらにディスペンサー２回押し分をとり、顔全体にやさしくな
じませます。
●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらないよう、手の
ひらで肌を軽くおさえるようにしてなじませます。

商品名・容量・価格
ⅾ プログラム
アクネケア ローション W
（医薬部外品）
敏感肌用化粧水
125ｍL 3,500 円（税抜）

商品特長
すべすべつるんとした
透明感あふれる美肌に導く化粧水

〇ディズニー最新作『アナと雪の女王２』限定デザインボトル （数量限定）
【数量限定品】
〇角層にしっかり浸透し、うるおいを与えてきめを整え、毛穴まで目立たない
肌に導きます。
―W－Hースタビライジング A 配合
（セイヨウサンザシエキス、イチョウ葉エキス、エリスリトール、グリセリン
／保湿）
〇ニキビを防ぎます。
－有効成分 グリチルリチン酸塩 配合
〇メラニンの生成を抑制し、シミ・ソバカスを防ぎます。
－美白有効成分 ｍ－トラネキサム酸※ 配合
※トラネキサム酸

〇低刺激設計
－デリケート肌でも使える厳選された成分を使用
－アルコール（エチルアルコール）無添加、パラベン（防腐剤）無添加
－無香料
－無着色
－クリーン製法
－弱酸性
〇敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み
〇アレルギーテスト済み
〇ニキビのもとになりにくい処方
（すべての方にアレルギーや皮ふ刺激が起きない、また、ニキビができない
わけではありません。）
＜使用法＞
●洗顔の後、手のひらにディスペンサー２回押し分をとり、顔全体にやさしくな
じませます。
●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらないよう、手の
ひらで肌を軽くおさえるようにしてなじませます。

商品名・容量・価格
ⅾ プログラム
モイストケア ローション W
（医薬部外品）
敏感肌用化粧水
125ｍL 3,500 円（税抜）

商品特長
しっとりもちもちとした
透明感あふれる美肌に導く化粧水

〇ディズニー最新作『アナと雪の女王２』限定デザインボトル （数量限定）
〇角層にしっかり浸透し、うるおいを与えてきめを整え、乾燥や粉ふきを防ぎま
す。
―W－Hースタビライジング A 配合
（セイヨウサンザシエキス、イチョウ葉エキス、エリスリトール、グリセリン
／保湿）
〇肌あれを防ぎます。
－抗肌あれ有効成分 グリチルリチン酸塩 配合
〇メラニンの生成を抑制し、シミ・ソバカスを防ぎます。
－美白有効成分 ｍ－トラネキサム酸※ 配合
※トラネキサム酸

〇低刺激設計
－デリケート肌でも使える厳選された成分を使用
－アルコール（エチルアルコール）無添加、パラベン（防腐剤）無添加
－無香料
－無着色
－クリーン製法
－弱酸性
〇敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み
〇アレルギーテスト済み
〇ニキビのもとになりにくい処方
（すべての方にアレルギーや皮ふ刺激が起きない、また、ニキビができない
わけではありません。）
＜使用法＞
●洗顔の後、手のひらにディスペンサー２回押し分をとり、顔全体にやさしくな
じませます。
●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらないよう、手の
ひらで肌を軽くおさえるようにしてなじませます。

商品名・容量・価格
ⅾ プログラム
バイタルアクト ローション W Ⅱ
（医薬部外品）
敏感肌用化粧水
125ｍL 4,500 円（税抜）

商品特長
若々しいハリと
透明感あふれる美肌に導く化粧水

〇ディズニー最新作『アナと雪の女王２』限定デザインボトル （数量限定）
【数量限定品】
〇角層にしっかり浸透し、深いうるおいを与えてきめを整え、肌あれや乾燥ダメ
ージを防ぎます。
―W－バイタライジング HS 配合
（セイヨウサンザシエキス、イチョウ葉エキス、イザヨイバラエキス、オノニス
エキス、エリスリトール、グリセリン／保湿）
〇毛穴の目立たないふっくらとハリのあるしっとり肌に導きます。
〇肌あれを防ぎます。
－抗肌あれ有効成分 グリチルリチン酸塩 配合
〇メラニンの生成を抑制し、シミ・ソバカスを防ぎます。
－美白有効成分 ｍ－トラネキサム酸※ 配合
※トラネキサム酸

〇低刺激設計
－デリケート肌でも使える厳選された成分を使用
－アルコール（エチルアルコール）無添加、パラベン（防腐剤）無添加
－無香料
－無着色
－クリーン製法
－弱酸性
〇敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み
〇アレルギーテスト済み
〇ニキビのもとになりにくい処方
（すべての方にアレルギーや皮ふ刺激が起きない、また、ニキビができない
わけではありません。）
＜使用法＞
●洗顔の後、手のひらにディスペンサー２回押し分をとり、顔全体にやさしくな
じませます。
●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらないよう、手の
ひらで肌を軽くおさえるようにしてなじませます。

商品名・容量・価格

商品特長

ⅾ プログラム
ホワイトニングクリア ローション
（医薬部外品）
敏感肌用美白化粧水
125ｍL 4,000 円（税抜）

うるおいに満ちて、生まれ変わったかのような
みずみずしく明るい透明美肌に導く美白※1 化粧水
※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

〇ディズニー最新作『アナと雪の女王２』限定デザインボトル （数量限定）
【数量限定品】
〇顔全体の印象が暗くなるシミ・そばかすを防ぎ、赤っぽくなりがちなニキビや
肌あれを防ぎます。
－美白有効成分 ｍ－トラネキサム酸※ 配合
※トラネキサム酸

－抗肌あれ有効成分 グリチルリチン酸塩 配合
抗肌あれ有効成分 グリチルリチン酸塩 配合
〇うるおいを与え肌をすこやかに保つことで、メラニンを含む肌の生まれ変わり
をサポートします。
―整肌クリアワーク成分 EX 配合
（セイヨウサンザシエキス、、ワレモコウエキス、オドリコソウエキス、トリメチ
ルグリシン、ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン／保湿）
〇肌にうるおいを与え、きめを整えます。
－H－スタビライジング A 配合（エリスリトール、グリセリン／保湿）
〇低刺激設計
－デリケート肌でも使える厳選された成分を使用
－アルコール（エチルアルコール）無添加、パラベン（防腐剤）無添加
－無香料
－無着色
－クリーン製法
－弱酸性
〇敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み
〇アレルギーテスト済み
〇ニキビのもとになりにくい処方
（すべての方にアレルギーや皮ふ刺激が起きない、また、ニキビができない
わけではありません。）

＜使用法＞
●洗顔の後、手のひらにディスペンサー２回押し分をとり、顔全体にやさしくな
じませます。
●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらないよう、手の
ひらで肌を軽くおさえるようにしてなじませます。

■ｄ プログラム ブランドサイト

https://www.shiseido.co.jp/dp/

【１１月中旬発売 純白専科 商品概要】

商品名・容量・価格
純白専科
すっぴん美容水Ⅱ 限定デザイン
（しっとりタイプ）
（医薬部外品）
化粧水・美容液
200mL
オープン価格
販売名：専科 薬用美白美容水（R）
【数量限定品】

商品特長
美容液からつくった化粧水で
すっぴんをくもらせる肌の 4 大悩みを同時にケア。
（乾燥・うるおい不足による毛穴目立ち・肌あれ・シミ予防*）
毎朝明るい、まっさらすっぴん。

○とろりとまろやかな感触の乳白タイプで、角層のすみずみまでなめらかに
浸透。
○うるおいが長時間持続。
○うるおいを与え、肌を健やかに保ち、肌本来の生まれ変わりをサポート。
○メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。
○無香料・無着色
○アレルギーテスト済
（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。）
* メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

乾燥や毛穴が気になる肌に、
うるおいを隅々まで届け、しっとりなめらかに整えます。

「m-トラネキサム酸」配合で、
肌あれと、メラニンの生成によるシミ・ソバカスを防ぎます*3。

*1 天然由来美容成分 米ぬか・はちみつ・白まゆエッセンス： コメ胚芽油、ハチミツ、セリシン、加水
分解シルク、グリセリン（保湿）
*2 W ヒアルロン酸：アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿）
*3 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
*4 トラネキサム酸

商品名・容量・価格
純白専科
すっぴん白雪美容液 限定デザイン
（医薬部外品）
薬用美白美容液
35g
オープン価格
販売名：専科 薬用美白クリーム
【数量限定品】

商品特長
すっぴんをくもらせる肌の 4 大悩みを同時にケアする美白美容液。
（乾燥・うるおい不足による毛穴目立ち・肌あれ・シミ予防*）
毎朝明るい、まっさらすっぴん

○白くコクのあるクリーム状の美容液が、みずみずしく、なめらかに肌にフィ
ットして、うるおいが長時間持続。
○角層のすみずみまで浸透し、肌あれ・乾燥ダメージを防ぐ。
○うるおいを与え、肌を健やかに保ち、肌本来の生まれ変わりをサポート。
○メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。
○無香料・無着色
○アレルギーテスト済
（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。）
* メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

乾燥や毛穴が気になる肌に、
うるおいを隅々まで届け、しっとりなめらかに整えます。

「m-トラネキサム酸」配合で、
肌あれと、メラニンの生成によるシミ・ソバカスを防ぎます*3。

*1 天然由来美容成分 米ぬか・はちみつ・白まゆエッセンス： コメ胚芽油、ハチミツ、セリシン、加水
分解シルク、グリセリン（保湿）
*2 W ヒアルロン酸：アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿）
*3 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
*4 トラネキサム酸

商品名・容量・価格
純白専科
すっぴん朝雪美容液 限定デザイン
（医薬部外品）
日中用薬用美白美容液
40g
オープン価格
販売名：専科 日中用薬用美白クリーム

【数量限定品】

商品特長
朝 10 秒で、美白美容液・UV カット・CC 効果まで。
すっぴんをくもらせる肌の 4 大悩みを同時にケア。
（乾燥・うるおい不足による毛穴目立ち・肌あれ・シミ予防*）
薬用美白美容液がなめらかにのび広がり、
日中もパッと明るいすっぴん仕上げ。

●SPF50+・PA++++。強力紫外線もカット。
●うるおいが長時間持続し、肌を健やかに保つことで、肌本来の生まれ変わ
りをサポート
●CC 効果で肌をトーンアップ。つけたての明るい肌印象が夕方まで続く
●美肌さらさらパウダー配合。ファンデーションののりをアップ
●無香料
●アレルギーテスト済
（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。）
* メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

乾燥や毛穴が気になる肌に、
うるおいを隅々まで届け、しっとりなめらかに整えます。

「m-トラネキサム酸」配合で、
肌あれと、メラニンの生成によるシミ・ソバカスを防ぎます*3。

*1 天然由来美容成分 米ぬか・はちみつ・白まゆエッセンス： コメ胚芽油、ハチミツ、セリシン、加水
分解シルク、グリセリン（保湿）
*2 W ヒアルロン酸：アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿）
*3 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
*4 トラネキサム酸

■専科 ブランドサイト http://www.hada-senka.com/

【１１月中旬発売 洗顔専科 商品概要】

商品名・容量・価格
洗顔専科
パーフェクトホイップ u 限定デザイ
ン
洗顔フォーム
120g
オープン価格
【数量限定品】

商品特長

ミクロ濃密泡で、くすみの原因※2 まで落として
ワントーン明るいまっさらすっぴん

○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用
○天然由来シルクエッセンス※3・W ヒアルロン酸※4 配合
○やさしく香るみずみずしいフローラルの香り
※1 インテージ SRI データ セルフ・洗顔市場(ダブルウォッシュ・クレンジング除く)
2009 年 1 月～2018 年 12 月 金額シェアアイテムランキング 10 年連続 No.1「専科パーフェクトホイップ
120ｇ」
※2 肌に蓄積する汚れ
※3 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿）
※4 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿）

ミクロ濃密泡の特長
水分保持力の高い弾力のある泡がクッションとなり、肌をきずつけることなく
大切なうるおいを守ります。また、きめの細かい超マイクロリッチな泡が、毛穴
や皮溝の奥の汚れまでしっかりと洗い落とします
ミクロ濃密泡の特徴
① 泡の粒子がきめ細かい
きめ細かいのミクロ濃密泡が、毛穴や皮溝にすべりこみ汚れを吸着し、くす
み原因※2 まで届いて落とす

② きめ細かい泡が、洗顔中もずっと続く

③だから、ミクロ濃密泡に包まれて、気持ちよく洗顔できる

商品名・容量・価格
洗顔専科
パーフェクトホイップ コラーゲン in
限定デザイン
洗顔フォーム
120g
オープン価格
【数量限定品】

商品特長
乾燥が気になる方へ
美容液 60％配合のミクロ濃密泡で、つっぱらず
ワントーン明るいまっさらすっぴん

○美容液 60％配合
○天然由来シルクエッセンス※1・W ヒアルロン酸※2・コラーゲン GL※3 配合
○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用
○やさしく香る華やかなフローラルの香り
※1 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿）
※2 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿）
※3 水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿）

洗顔専科
パーフェクト ホワイトクレイ
限定デザイン
洗顔フォーム
120ｇ
オープン価格
【数量限定品】

毛穴が気になる方へ
ホワイトクレイ配合のミクロ濃密泡が、
古い角質・毛穴の奥深くの汚れをからめとり、
ワントーン明るいまっさらすっぴん

○より洗い上がりの肌にうるおいを感じる、うるおい導入技術採用
○天然由来シルクエッセンス※1・W ヒアルロン酸※2 配合
○やさしく香る華やかなフローラルの香り
※1 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿）
※2 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿）

ホワイトクレイ
ホワイトクレイは天然のミネラルを豊富に含んだ泥で、肌をおだやかに浄化し
肌の生まれ変わりをサポートします

商品名・容量・価格

商品特長

洗顔専科
オールクリアオイル 限定デザイン
メイク落とし
230mL
オープン価格

メイク汚れだけでなく、
知らないうちに蓄積された“くすみリスク※1”を一掃・浄化
毎日のすっぴんに自信
毎日のすっぴんに自信

【数量限定品】

○黒ずみ・老廃物クリア処方
○米ぬかオイル（洗浄成分）配合のオイルが、しっかりメイクもくすみの
要因も残さず落とします
○マスカラリムーバー成分配合でウォータープルーフマスカラまで落としま
す
○天然由来シルクエッセンス※3・W ヒアルロン酸※4 配合で素肌のうるおいを
守ります
○やさしく香るみずみずしいフローラルの香り
※1 黒ずみ・老廃物など
※2 一般的なグルー（シアノアクリレート系）が対象です。こすらないようになじませてください
※3 セリシン、加水分解シルク、グリセリン（保湿）
※4 アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na（保湿）

ご参考 クレンジングのポイント
①

ポンプ 4 回押し程度の量を手のひらに取って、メイクとよくなじませましょう。
使用量が少ないと、ファンデーションや汚れが浮き上がりにくく、肌がこすれて負担になる
場合があります

②

頬や額などの広い部分から始め、らせんを描きながら顔のすみずみまでファンデーションや汚
れとなじませます。デリケートな目元は優しく、小鼻の脇など、凹凸がある細かい部分は、指先で
丁寧に。よくなじむまで、数回繰り返します。そのあとは、水またはぬるま湯で十分に洗い流しま
す

③

髪の生え際・目頭・小鼻・鼻の下・あごの下・フェースラインなどは、すすぎ残しやすい部分
です。特に丁寧に洗いましょう

■専科 ブランドサイト http://www.hada-senka.com/

【１１月２１日発売 インテグレート 商品概要】
商品名・容量・価格
商品特長
インテグレート
プロフィニッシュファンデーション
～ひと塗りで、毛穴オフ×透け感オン！
特製セット F2
プロが仕上げたような透け感美肌に仕上げる大人気のパウダリー～
＜ファンデーション＞
今だけ限定パッケージデザインのコンパクトケースが付いたセット
10ｇ 2 種
ＳＰＦ16・ＰＡ++
ノープリントプライス
ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観からインスピレーションを受け
【数量限定品】
た限定パッケージデザインです。

【色調】
オークル 10
オークル 20

○素肌を透かしながら、気になる毛穴・ニキビあと・色ムラを自然にカバーし、
透明感のある美肌に仕上げるミネラルパウダリーファンデーションです。
○肌にやさしい使い心地で、つけた瞬間から肌を守ります。
－肌あれ防止イオンミネラルパウダー※配合。 ※硫酸Ｂａ
○パラベン（防腐剤）フリー
○無香料
○アレルギーテスト済み
○ニキビのもとになりにくい処方
（すべての方にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありま
せん。）
○オールシーズン
○水なし使用タイプ

インテグレート
トリプルレシピアイズ F2
＜アイシャドウ＞
3.3g 2 種
ノープリントプライス
【数量限定品】

～これ１つで目もと印象が 3 変化！質感チェンジアイシャドウ～
今だけ限定パッケージデザイン＆限定カラー

ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観からインスピレーションを受け
た限定パッケージデザインです。

【色調】
⑩ バイオレット
⑳ オレンジブラウン

○くすみや薄れのない、美しい仕上がりが持続します。
○目もとになじむベーシックなグラデーションカラーに、気分によって選べ る 2
つの質感チェンジパウダーをオンします。
○目もとの印象を変化できる 5 色セットのアイシャドウです。
色調 今だけ限定カラーを 2 色展開。

⑩
バイオレット

使用法
●①を太チップにとり、アイホール
よりやや広めにぼかします。
●②を太チップの裏側にとり、アイ
ホールにぼかします。
●③を細チップにとり、まつ毛の生え
ぎわからぼかすようにのせます。
＜質感をチェンジさせたい場合＞
●①～③で仕上げた後、上に重ねます。
●つややかなセクシーアイに仕上げたい
場合は、④を指先にとり、アイホール全

⑳
オレンジブラウン

体に重ねます。
●キラめくインパクトアイに仕上げたい場
合は、⑤を指先にとり、アイホール全体
に重ねます。
＜仕上がりイメージ＞

インテグレート
～ピタッと密着、1 日中※1 落ちにくい。スルッと簡単！くっきりライナー～

スナイプジェルライナー F2

今だけ限定パッケージデザイン＆限定カラー

＜アイライナー＞
0.13g

※1 10 時間仕上がり持続テスト済み（資生堂調べ・効果には個人差があり

全1色
ノープリントプライス
【数量限定品】

ます。）
ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観からインスピレーションを受け
た限定パッケージデザインです。

【色調】
⑩
グレージュブラウン

〇極細 2mm 芯タイプです。
〇隠しラインもスルッと簡単＆密着し、くっきりとした印象的な目もとに仕上げま
す。
〇肌に触れた瞬間とろけるリキッドジェルで思い通りのラインが描け、ぱっちり
目もとが 1 日中※１続くアイライナーです。
○ウォータープルーフタイプです。
色調 今だけ限定カラーを展開。
⑩ グレージュブラウン

使用法
●芯を 1~2mm 程度くり出してからお使いください。
●芯をつけ替えるときは、ホルダーからカートリッジをはずし、新しいカートリッ
ジをセットします。

インテグレート
スナイプジェルライナー

～ピタッと密着、1 日中※1 落ちにくい。シャドウタッチのなじみ感ライナー～
今だけ限定パッケージデザイン＆限定カラー

（シャドウタッチ） F2
＜アイライナー＞
0.25g

※1 10 時間仕上がり持続テスト済み（資生堂調べ・効果には個人差があ

全1色
ノープリントプライス
【数量限定品】

ります。）
ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観からインスピレーションを受け
た限定パッケージデザインです。

【色調】
⑳
ゴールドカーキ

〇太め 3mm 芯タイプです。
〇アイシャドウとアイライナーのいいとこどりで、抜け感のある印象的な目もと
に仕上げます。
〇肌に触れた瞬間とろけるリキッドジェルで思い通りのラインが描け、ぱっちり
目もとが 1 日中※１続くアイライナーです。
○ウォータープルーフタイプです。
〇パールのきらめき×ニュアンスカラーで、アイシャドウ風の仕上がりに。
色調 今だけ限定カラーを展開。
⑳ ゴールドカーキ

使用法
●芯を 1~2mm 程度くり出してからお使いください。

インテグレート
マイポシビリティー
＜オードパルファム＞
40mL
全1種
ノープリントプライス
【数量限定品】

あなた自身と調和しながら、
秘められた魅力がそっと花開く香りの限定オードパルファム
～今だけ限定パッケージデザイン～

ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観からインスピレーションを受け
た限定パッケージデザインです。

〇ミスティックフォレストの香り

＜使用法＞
●手首、ひじ、ひざの内側、胸もとなどにお使いください。
●ご使用の際は噴射口の向きを確かめてからお使いください。
■インテグレート ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/ie/

【１１月２１日発売 マキアージュ 商品概要】
商品名・容量・価格
マキアージュ
ドラマティックパウダリー＆コンパク
トケース 限定デザインセット Ｆ2
＜ファンデーション＞
9.3ｇ
2種
SPF25・PA＋＋＋
ノープリントプライス

商品特長
～ふんわりカバーして、まるで「キレイな素肌」～
ムース生まれのパウダリーファンデーションと
限定デザインコンパクトケースのセット

ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観を表現したグラデーションを、
容器一連にあしらったデザインです。

【数量限定品】

【色調】
オークル 10、オークル 20
○カバー力も透明感も同時に高め、どこから見ても美肌にしあげます。
－360°美肌パウダー
〇美容液水とパウダーをムース状にして生まれた独自製法。ふわり軽やかな
感触で、ムラなく均一に広がりフィットします。
－ムースプレス製法
○時間が経ってもテカりやよれのない、つけたてのしあがりが１日持続※します。
※

13時間化粧もち（皮脂くずれ・毛穴の目立ち・くすみ・薄れ・粉ふき）データ取得済み
（当社調べ。効果には個人差があります。）

○保湿成分スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na）配合
○肌あれを防ぐスキンケアパウダー配合
○無香料、アレルギーテスト済み
（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）
○やわらかフィットスポンジ付き

商品名・容量・価格
マキアージュ
ドラマティックスキンセンサーベー
ス ＥＸ Ｆ2
＜化粧下地＞
25ｍL 1 種
ＳＰＦ25・ＰＡ＋＋＋
ノープリントプライス

商品特長

～テカリ・カサつきを防いで、うるさら美肌が続く～
スキンケアまでできるくずれ防止下地の限定デザインパッケージ

ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観を表現したグラデーションを、
容器一連にあしらったデザインです。

【数量限定品】

○過剰な汗や皮脂を吸収し、毛穴やテカりの目立たないずっと快適な美肌を保ち
ます。
－うるさらセンサーパウダー
－皮脂オートブロックパウダー
○乾きを感知して水分を放出し、乾きもテカりもない化粧のりのよい美肌に整え
ます。
－うるさらセンサーパウダー
－保湿成分 スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Ｎａ）、グリセリン、
水溶性コラーゲン 配合
〇ファンデーションと肌を密着させ、つけたてのさらさらな仕上がりが続きます。
○時間が経っても、ファンデーションの美しい仕上がりが持続※します。
※ 13 時間化粧もち（テカり・皮脂崩れ・毛穴落ち・よれ・薄れ）データ取得済み
（当社調べ。効果には個人差があります。）

○無香料・アレルギーテスト済み
（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）

＜使用法＞
●よく振ってから、ご使用ください。
●スキンケアで肌を整えた後、手のひらに適量をとり、顔全体になじませます。

商品名・容量・価格
マキアージュ
ドラマティックルージュＥＸ Ｆ2
＜口紅＞
4g 限定 2 色
ノープリントプライス

商品特長
～ピュアも、オトナも、１本で印象自在～
美容オイル生まれのルージュの
パールがきらめくベリーピンクと赤みオレンジの２色の限定カラー
ディズニー最新作『アナと雪の女王２』の世界観を表現したグラデーションを、
容器一連にあしらったデザインです。

【数量限定品】

【色調】

○厳選された美容オイルが唇でとろけ出し、さっと塗るとクリアに、唇に 2 秒あて
とろけさせながら塗リ広げると濃密に、艶と発色が変化します。1 本で、ピュア
からオトナまで印象を自在に操ります。

⑩

⑳

○美容オイル配合で唇をケアし、艶のある美しい仕上がりが実現します。
－アルガンオイル（保湿）、オリーブオイル・ホホバオイル・ツバキオイル（保
湿）、ローズヒップオイル（つや）
－保湿美容成分配合
水溶性コラーゲン、スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Ｎａ）、ａ-ｇ
ヘスペリジン
○時間が経っても、つけたての美しい仕上がりが持続※します。
※ 6 時間仕上がり持続（色、つや、なめらか仕上がり）データ取得済み
（当社調べ。効果には個人差があります。）

○華やかで女らしさを誘う香り
－摘みたて天然エッセンシャルアロマローズ配合

＜使用法＞
●中味を 2～3ｍｍほどくり出し、直接唇に塗布してお使いください。
●唇へのあて方で艶と発色が変わり、仕上がりの変化が楽しめます。
①下唇、上唇ともに軽くさっとひと塗り。最後に、唇を軽くこすり合わせてなじま
せると、ピュアな印象に。
②下唇中央に紅先を 2 秒あて、唇全体にとろけさせながら塗り広げると、グッと
オトナっぽい印象に。

① さらり塗り
■マキアージュ ブランドサイト

https://maquillage.shiseido.co.jp/

②とろり塗り

