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新しい透明感、肌へ。

「ＨＡＫＵ ボタニック サイエンス
薬用 美容液クッションコンパクト」誕生
つけるたび、くすみ見せない。
透明感保湿成分 ボタニカル カクテル※1×美白有効成分 ４ＭＳＫ※2 配合

～2021 年以降発売予定～
資生堂は､15 年連続美白美容液売上Ｎo.1※3 の美白ブランド「ＨＡＫＵ」より、ファンデーション・美容液「ＨＡＫＵ ボ
タニック サイエンス 薬用 美容液クッションコンパクト」（医薬部外品）<販売名：ＨＡＫＵ エッセンスＦ オークル 10
オークル 20 オークル 30 ピンクオークル 10>他【全 3 品目 6 品種 ノープリントプライス】を 2021 年以降**に発売
予定です。本商品は、”年 3,500 時間※4 のファンデタイムで、素肌までキレイに。”というキャッチコピーのもと、新
しい美容習慣を提案する「薬用 ケアハイブリッドファンデ※5」の、第 4 弾の商品です。
*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 保湿成分として：ルムプヤンエキス、ユキノシタエキス、シロバナイガコウゾリナ葉エキス、甜菜由来ベタイン、トウキ根エキス、オタネニン
ジン根エキス、植物由来グリセリン
※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩
※3 インテージ SRI 美白美容液市場 2005 年 1 月～2019 年 12 月 金額シェア (美白以外の機能を兼ね備える商品は除く)
※4 資生堂調べ 全国 15～69 歳女性 2 万人 ファンデーション「週 5 日以上＆1 日 8 時間以上」使用者の使用平均時間
※5 資生堂薬用 ケアハイブリッドファンデは、ファンデーションと薬用スキンケアを融合した、医薬部外品のファンデーションです。

◆「ＨＡＫＵ ボタニック サイエンス 薬用 美容液クッションコンパクト」（医薬部外品）は、資生堂の 100 年を超え
る肌研究と、先端技術を搭載して生まれた「ＨＡＫＵ」ならではのファンデーション・美容液です。
◆透明感と肌全体の印象に着目。つけていることで、くすみをカバーしながら、素肌までケア。お客さまの肌悩みの
ひとつである乾燥によってくすんでみえる状態の肌に、先端科学と植物の力を肌に届け、明るく澄みわたる肌へ導
きます。
＊＊「薬用 美容液クッションコンパクト」の発売日が変更になりましたので、訂正させていただきます。(20/05/18 更新)
【当初】 6 月 21 日 （日） ⇒ 【20/4/16 訂正】 2020 年 9 月以降 ⇒ 【20/05/18 訂正】 2021 年以降発売予定
【商品一覧】

全 3 品目 6 品種
商品名

分類

容量

ＨＡＫＵ
ボタニック サイエンス 薬用 美容液クッ
ションコンパクト
（医薬部外品）

薬用ファンデーション・

12ｇ

販売名：
ＨＡＫＵ エッセンスＦ オークル 10

美容液

ＨＡＫＵ エッセンスＦ オークル 20
ＨＡＫＵ エッセンスＦ オークル 30
HAKU
ボタニック サイエンス
薬用 美容液クッションコンパクト（医薬部外品）
＜販売名：ＨＡＫＵ エッセンスＦ
オークル 10 オークル 20
オークル 30 ピンクオークル 10＞

ＨＡＫＵ エッセンスＦ ピンクオークル 10

ＨＡＫＵ
クッションコンパクト ケース
ＨＡＫＵ
クッションコンパクト パフ

化粧用具

-

化粧用具

-

※価格はノープリントプライスです。

※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。

くすみとファンデーションをつけている肌に対する意識
女性のくすみに対する意識を調査※6 したところ、「くすみは 1 日の中で時間が経つにつれて溜まっていく」もので
あり、「ファンデーションが肌の負担となり、くすみがより悪化する」と思っていることがわかりました。また、ファンデ
ーションの塗り直しにより、肌のくすみはカバーできるが、透明感が失われるので、理想の肌から遠ざかると感じて
いることもわかりました。そこで、「ＨＡＫＵ」は透明感と肌全体の印象に着目し、つけていることでくすみをカバーし
ながら、明るく澄み渡る肌へ導くファンデーション・美容液を発売します。
※6 資生堂調べ 2019 年 5 月 28～39 歳女性

商品特長
「ＨＡＫＵ ボタニック サイエンス 薬用 美容液クッションコンパクト」（医薬部外品）は、シミ悩みに比べて、30 代ま
での早い世代から意識される乾燥くすみに対応し、透明感と肌全体の印象に着目したファンデーション・美容液で
す。先端科学と植物の力を肌に届ける「透明感保湿成分 ボタニカル カクテル※1」と資生堂が 13 年の歳月をかけて
薬事開発した美白有効成分４ＭＳＫ※2 配合。ポンポンなじませるだけで、くすみをカバーしながら、素肌までケアし、
明るく澄みわたる肌に仕上がります。透明感のある光を放つオーロラパールを配合。くすみや色ムラを飛ばして美肌
に補正します。ＳＰＦ30・ＰＡ+++で紫外線から肌を守ります。
※1 保湿成分として：ルムプヤンエキス、ユキノシタエキス、シロバナイガコウゾリナ葉エキス、甜菜由来ベタイン、トウキ根エキス、オタネニン
ジン根エキス、植物由来グリセリン
※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

資生堂 「薬用 ケアハイブリッドファンデ」としての、コミュニケーション
資生堂「薬用 ケアハイブリッドファンデ」は、薬用スキンケア効果と、美しい仕上がりを両立させた、素肌まで
ケアするファンデーションです。「肌あれケア」×「なめらかな仕上がり」の「ｄ プログラム 薬用 スキンケアファ
ンデーション (パウダリー) （医薬部外品）」、「薬用美白ケア※7」×「カバーして明るい仕上がり」の「HAKU 薬用
美白美容液ファンデ（医薬部外品）」、「薬用美白ケア※7」×「明るいすっぴん仕上げ」の「純白専科 すっぴん美
容液フォンデュ（医薬部外品）」のラインナップで 2019 年 3 月から国内で展開しています。
「薬用 ケアハイブリッドファンデ」売上の上乗せにより、国内のファンデーション市場における資生堂グルー
プファンデーション売上の累計シェア（2019 年 3-2020 年 2 月）が、前年比（2018 年 3-2019 年 2 月対比）+2.2％
と伸長※8 しており、「薬用 ケアハイブリッドファンデ」が新しい価値としてお客さまに支持されていると考えていま
す。
第 4 弾の「ＨＡＫＵ ボタニック サイエンス 薬用 美容液クッションコンパクト」（医薬部外品）の発売に合わせ、
薬用 ケアハイブリッドファンデのロゴ※9 を活用した店頭キャンペーン、TVCM、デジタルコミュニケーションなど
を展開します。新製品の発売により、お客さまの選択肢を増やすことで、更なる市場拡大を狙い、継続した取り
組みを進めていきます。
薬用 ケアハイブリッドファンデ特設サイト https://www.shiseido.co.jp/carehybridfd/
※7 美白化粧品は、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます
※8 インテージ SRI ファンデーション市場 2018 年 3 月～2019 年 2 月 vs 2019 年 3 月～2020 年 2 月 金額シェア
※9 資生堂「薬用 ケアハイブリッドファンデ」ロゴ

販売チャネル
販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約 17,000 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。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

ＨＡＫＵ
ボタニック サイエンス
薬用 美容液クッションコンパクト

つけていることで、くすみをカバーしながら、素肌までケア。
明るく澄みわたる肌へ。

（医薬部外品）
薬用ファンデーション・美容液

透明感保湿成分 ボタニカル カクテル※1 配合

12g （レフィル）

美白有効成分 ４ＭＳＫ※2 配合

ＳＰＦ30・ＰＡ+++
ノープリントプライス

〇オーロラパールが透明感のある光を放ち、くすみや色ムラを飛ばして美肌に
補正します。
〇軽やかにのび、上品なつやのある自然な仕上がりです。
〇グリーンフローラルのほのかな香りです。
〇ＳＰＦ30・ＰＡ+++
〇パフ付き
※1 保湿成分として：ルムプヤンエキス、ユキノシタエキス、シロバナイガコウゾリナ葉エキ
ス、甜菜由来ベタイン、トウキ根エキス、オタネニンジン根エキス、植物由来グリセリン
※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩
*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。

＜使用法＞
●スキンケアで肌を整えた後、お使いください。
●クッション面に専用パフを数回押しあてて適量をとります。
●ほおの高い部分から外側に向かって、やさしくポンポンとなじませます。パフ
に残ったファンデーションで額や目のまわり、鼻、口のまわりを仕上げます。さ
らにカバーしたい場合は、もう一度パフに少量をとり、ポンポンと重ねづけしま
す。
●ご使用後は、パフに残ったファンデーションをティッシュペーパーなどで軽く
拭き取ってください。
●パフにファンデーションがとれにくくなったときは、クッションの奥まで押してく
ださい。それでもとれにくい場合は、使い終わりの合図です。
●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。
ＨＡＫＵ
クッションコンパクト ケース
ＨＡＫＵ
クッションコンパクト パフ

●紫外線防御効果のある化粧下地などとの併用をおすすめします。
「ＨＡＫＵ ボタニック サイエンス 薬用美容液 クッションコンパクト」がセットで
きる専用ケース
「ＨＡＫＵ ボタニック サイエンス 薬用美容液 クッションコンパクト」専用パフ

■「ＨＡＫＵ」ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/haku/

