2019-12
株式会社資生堂
資生堂ジャパン株式会社

肌とシンクロしてトーンアップ。SHISEIDO 初のコンパクトタイプのプライマー
2020 年 2 月 1 日（土）発売
～瞬時に肌悩みを補正し、明るい素肌に仕上げるプライマーを中心とした新ベースメイク～
資生堂は、世界 85 の国と地域で展開している「SHISEIDO」より、「シンクロスキン トーンアップ
プライマーコンパクト」、「シンクロスキン セルフリフレッシング カスタムフィニッシュ パウダーファン
デーション」など、肌とシンクロして自然で美しい肌に仕上げる新ベースメイク【全 7 品目 13 品種】
を、2020 年 2 月 1 日(土）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 380 店と、SHISEIDO オフィシャルサイト、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）。
◆ SHISEIDO は 2018 年に新カラーメイクアップを発売し、2019 年秋にはベースメイクを刷新。
フレッシュな美しい仕上がりが長時間持続する画期的なリキッドファンデーション「シンクロス
キン セルフリフレッシング ファンデーション」を発売し、売れ行き好調。
◆ 2020 年春、明るい素肌に仕上げる SHISEIDO 初のコンパクトタイプのプライマー、パウダー
ファンデーションの新製品、人気のクッションファンデーションの追加色と新ケースを発売。

シンクロスキン
トーンアップ
プライマーコンパクト

シンクロスキン セルフリフレッシング
カスタムフィニッシュ
パウダーファンデーション

シンクロスキン
グロー
クッションコンパクト

商品特長
今回、肌とシンクロして自然 で美しい肌に仕上げるベースメイク「シンクロスキン」シリーズから、化
粧下地とファンデーション計 3 品を発売します。
「シンクロスキン トーンアップ プライマーコンパクト」は、先 進 のトーンアップテクノロジーを搭 載 。
ひんやりみずみずしいつけ心地で瞬時に肌にうるおいを与えながら、小ジワ、毛穴、色ムラの目立た
ない明るくなめらかな素肌へ仕上げ、持続させます。「シンクロスキン セルフリフレッシング カスタム
フィニッシュ パウダーファンデーション」は、独自技術アクティブフォース TM テクノロジーを搭載。汗、
皮脂、動きによる化粧崩れを防ぎ、フレッシュで美しい仕上がりを長時間持続させるパウダーファンデ
ーションです。さらに、つややかな美しい仕上がりが続く「シンクロスキングロー クッションコンパクト」
から追加３色を発売、また、スリムで使いやすいケースに強化しています。

※お客 さまからのお問 い合わせは「SHISEIDOお客さま窓口 フリーダイヤル0120-587-289」でお受 けしています。

SHISEIDO の新ベースメイク
SHISEIDO は、資 生 堂 の中 長 期 戦 略 VISION 2020 の一 環 である「センター・オブ・エクセレンス
（COE）」構想の下生まれた、ニューヨークに拠点を置く「メイクアップ COE」発の第一弾商品として新カ
ラーメイクアップを開発、2018 年に発売しました。日本発 SHISEIDO ならではのまるでスキンケアのよ
うな繊細で軽いテクスチャーと、ニューヨーク発ならではのクリアで大胆な発色を兼ね備え、つけてい
るのを忘れるかのような軽いつけ心地で、美しい仕上がりが長時間 持続。スリムでスタイリッシュなパ
ッケージデザインも特長です。そして、2019 年 9 月、新「SHISEIDO メイクアップ」第二弾としてベースメ
イクを刷新しました。SHISEIDO が長年培ってきたスキンケアテクノロジーを活かした画期的なベースメ
イクを発売、中心商品のフレッシュな美しい仕上がりが長時間持続する画期的なリキッドファンデーシ
ョン「シンクロスキン セルフリフレッシング ファンデーション」をはじめ、売れ行き好調です。

【商品一覧】
商品名
SHISEIDO シンクロスキン
トーンアップ プライマーコンパクト
SPF 24・PA++
SHISEIDO シンクロスキン
トーンアップ プライマーコンパクト
（レフィル）
SPF 24・PA++
SHISEIDO シンクロスキン
セルフリフレッシング カスタムフィニッシュ
パウダーファンデーション
（レフィル）
SPF35・PA++++
SHISEIDO シンクロスキン
セルフリフレッシング ケース
（パウダーファンデーション用）
SHISEIDO シンクロスキン
ウェット- ドライ スポンジ
（パウダーファンデーション用）
SHISEIDO シンクロスキン
グロー クッションコンパクト
（レフィル）
SPF23・PA++
SHISEIDO シンクロスキン
グロー ケース
（クッションコンパクト用）
【外装強化】

全 7 品目 13 品種
分類
化粧下地

色数
1種

容量
13ｇ

参考小売価格
4,800 円
（税込 5,280 円）

化粧下地

1種

13ｇ

3,600 円
（税込 3,960 円）

ファンデーション

5色

9.5g

各 5,200 円
（税込 5,720 円）

―

1種

―

1,200 円
（税込 1,320 円）

化粧用具

1種

―

600 円
（税込 660 円）

ファンデーション

追加
3色

13ｇ

各 4,500 円
（税込 4,950 円）

―

1種

―

1,200 円
（税込 1,320 円）

【商品概要】

※価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO シンクロスキン
トーンアップ

肌とシンクロしてトーンアップ。

プライマーコンパクト

SHISEIDO 初のコンパクトタイプのプライマー。

SPF 24・PA++
<化粧下地>
1種

○素肌とシンクロし、くすみのない明るい肌を持続させます。

13ｇ
4,800 円

○瞬時に肌にうるおいを与えながら、小ジワ、毛穴、色ムラの

（税込 5,280 円）

目立たないなめらかな素肌へ仕上げます。

※コンパクトケース・パフ

－独自技術トーンアップテクノロジー

付き
○ひんやりみずみずしい使用感で、さらっとなめらかな肌に
仕上げます。
○何もつけていないような軽いつけ心地です。
○ファンデーションの下地として使えば、化粧のりともちを高めます。
外出先でのメイク直しには、ファンデーションの上からも使えます。
SHISEIDO シンクロスキン
トーンアップ
プライマーコンパクト
（レフィル）
SPF 24・PA++
<化粧下地>

○無香料。
○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み
（全てのかた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。）

1種
13ｇ
3,600 円
（税込 3,960 円）
※パフ付き

使用法
●適量をパフに取り、目の下からほおの中央に、軽く叩き込むよう
につけてください。
●額・あご・輪郭部分は、パフをすべらせるように、自然になじませ
ます。

【商品概要】

※価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO シンクロスキン
セルフリフレッシング

24 時間自然体。

カスタムフィニッシュ

笑っても動いても、メイク直しを気にせずいられる。

パウダーファンデーション

水なしでも、水ありでも。フレッシュな肌続く、

（レフィル）

パウダーファンデーション。

SPF35・PA++++
<ファンデーション>
5色

○クリーミーなパウダーが瞬時に素肌とシンクロし、自然でなめらか

9.5ｇ

な仕上がりを叶えます。

各 5,200 円（税込 5,720 円）
※スポンジ付き（水あり・
水なし両用タイプ）

○汗、皮脂、動きによる化粧崩れを防ぎ、自然な仕上がりをキープ
します。
－独自技術アクティブフォース

TM

テクノロジー

○光をあやつり、毛穴や小ジワを埋めずに目立たせません。
‐ スマートコレクティングパウダー
○水あり、水なしの両用スポンジで、シアーからミディアムのカバー
色調
130 Opal

力を、自在に調節可能。別売りスポンジも展開します。
160 Shell

220 Linen

○何もつけていないような軽いつけ心地と、フローレスな仕上がり
が続きます。

250 Sand

310 Silk

○無香料。
SHISEIDO シンクロスキン
セルフリフレッシング

○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み

ケース

（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないという

（パウダーファンデーション

わけではありません。）

用）
1,200 円（税込 1,320 円）
SHISEIDO シンクロスキン

使用法

ウェット- ドライ スポンジ

●スポンジを乾いたまま使用する場合、白い面にファンデーション

（パウダーファンデーション
用）
600 円（税込 660 円）

を適量とり、顔の中心から外側に向かってのばします。
●スポンジを水でぬらして使用する場合、水を含ませ、固くしぼって
から、スポンジの黒い面でファンデーションの表面をそっとなでる
ようにお使いください。
●特にカバーしたい部分には少量を取り、トントンと軽く叩くように
重ねづけします。

【商品概要】

※価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO シンクロスキン
グロー

知性的に肌の艶感をあやつり、

クッションコンパクト

つややかな美しい仕上がり続く、

（レフィル）

人気のクッションコンパクトに新色登場。

SPF23・PA++
<ファンデーション>
追加 3 色

○素肌とシンクロし、つややかでうるおい感のある、美しい仕上がり

13ｇ

が長時間持続します。

各 4,500 円（税込 4,950 円）
※パフ付き

○光技術を活用し、一人ひとりの肌質や肌状態に応じて、生きいき
とした美しい仕上がりを実現し、持続させます。
－アドバンストセンシングテクノロジー採用
○いつでも瞬時に肌にうるおいを与えます。
－保湿成分：S ヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸 Na）配合

色調

○乾燥や紫外線による肌のダメージを防ぎ、肌を保護する、厳選

NEW

Neutral 1.5
ピ ン ク オ ー ク ル 10

された天然植物由来成分を配合しています。
Neutral 2
ピ ン ク オ ー ク ル 20

○無香料。

NEW
Neutral 3

Golden 2

ピ ン ク オ ー ク ル 30

オ ー ク ル 10

NEW

○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み
（全てのかた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。）

Golden 3

Golden 4

オ ー ク ル 20

オ ー ク ル 30

※既存色と合わせ全 6 色

○密着力と均一な仕上がりを実現するパフ付き。

SHISEIDO シンクロスキン
グロー ケース
（クッションコンパクト用）

○より薄く、持ち運びしやすくなったコンパクトケース。

1種
1,200 円（税込 1,320 円）
【外装強化】

使用法
●適量をパフにとり、顔全体に軽く叩き込むようにつけてください。
お好みに合わせて、パフに少量をつけて重ね塗りします。

■SHISEIDO オフィシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/

