
 

 

 

 

 

 

 

毎年好評の「スノービューティー」から、 

フェイスパウダーとトーンアップエッセンスが今年も登場！ 

2020年 7月 21日（火）数量限定発売 
～24時間、肌に願いを。美白ケア＆透明感アップ※1～ 

 

資生堂は、24 時間使える薬用美白※2シリーズとして好評をいただいている「スノービューティー」より、「スノー

ビューティー ホワイトニング フェイスパウダー 2020」（医薬部外品）、「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 2020」（医薬部外品）を 2020年 7月 21日（火）より、数量限定で発売します。 

 

◆「スノービューティー ホワイトニング フェイスパウダー 2020」（医薬部外品）は、日中はメイクの仕上げや化

粧直しに、夜は素肌ケアとして 24時間使えるフェイスパウダーです。 

◆「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 2020」（医薬部外品）は、朝はトーンアップ下地

に、夜は素肌ケアとして 24時間使える薬用美白美容液です。 

◆今回のパッケージは、JAPANをイメージテーマとして、日本に舞い降りる初雪の喜びを、明るい色と日本の様

式美で表現しています。 

◆2020 年 3 月 21 日（土）より店頭で、4 月 1 日（水）より資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」にて予約を開

始します。 

 

スノービューティーについて 

 2014年9月に登場した「スノービューティー」は、その年しか手に入らない、

世界の「もっとも美しい雪の瞬間」をモチーフにしたパッケージや、24 時間使

える独自の商品価値などが支持されている薬用美白※2 シリーズです。2019

年には、毎年好評をいただいているスキンケアパウダーに加え、トーンアッ

プエッセンスを発売。2020 年もスキンケアパウダーとトーンアップエッセンス

を数量限定で発売します。 

※1 メイクアップ効果による 
※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

 

 

【商品一覧】                                                   全 2品目 3品種 

商品名 分類 容量 品種 価格 

スノービューティー  

ホワイトニング フェイスパウダー 2020 

（医薬部外品）     【数量限定品】 

フェイスパウダー 25g 1種 

ノープリント

プライス 

スノービューティー  

ホワイトニング フェイスパウダー 2020 

（レフィル付き）（医薬部外品）  【数量限定品】 

フェイスパウダー 
本体 25g 

レフィル 25g 
1種 

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 2020 

（医薬部外品）  【数量限定品】 

薬用美白美容液・ 

化粧下地 
40ｇ 1種 

 

 

 

2020-3 

株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社 

 

 

スノービューティー 2020 

※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。 

 



 

 

 

商品特長 

「スノービューティー」は、瞬時に明るく透明感のある美肌を演出しながら、美白有効成分ｍ－トラネキサム酸
※3が、シミ・そばかすを防ぐ、美白ケア＆透明感アップシリーズです。今年は新たな保湿成分として、厳選された

国産の椿から抽出した椿オイルを配合しました。 

「スノービューティー ホワイトニング フェイスパウダー 2020」（医薬部外品）は、朝のメイクの仕上げや日中

の化粧直しに、夜はスキンケアの最後の素肌ケアとして使用できる薬用美白スキンケアパウダーです。粉っぽ

さのないふんわりと透明感のある仕上がりを演出します。 

「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 2020」（医薬部外品）は、朝はトーンアップ下地と

して、夜はスキンケアの最後の素肌ケアとして使用できる薬用美白美容液です。美白肌演出効果とファンデー

ション密着効果がアップし、つやと明るさを感じる透明感のある仕上がりに導きます。 
※3 美白有効成分：トラネキサム酸 

 

＜ご参考＞ 

「スノービューティー」は毎年、世界中の「もっとも美しい雪の瞬間」をデザインに込めています。 

2020年は「ＪＡＰＡＮ」をテーマに、古くから歌や文様のモチーフにもなった「初雪のよろこび」を表現したパッケ 

ージデザインです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

世界中の 

7つの雪の結晶 

フィンランドの夜に輝く 

雪の華 

ニューヨークに舞う 

ダイヤモンドダスト 

プラハの夕光に 

包まれた雪 

イエローナイフの 

オーロラの光で目覚める雪 

モスクワの 

古都に降る雪 

2020 

日本に舞い降りる初雪のよろこび 



 

 

 

【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 フェイスパウダー 

2020   （医薬部外品） 

1種 25g 

フェイスパウダー 

ノープリントプライス 

 

【数量限定品】 

 

 

 

スムースフィットパフ（コンパクト内

蔵） 

＜おしろい用パフ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

なめらかソフトパフ 

＜スキンケア用パフ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用アミュレットポーチ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

朝はメイクの仕上げや日中は化粧直しに、夜はスキンケアの最後の素肌ケア

として。粉っぽさのないふんわりとした透明感のある仕上がりに導きます。 

 

○美白ケア・素肌ケア効果 

・美白有効成分「ｍ－トラネキサム酸※3」配合で、メラニンの生成を抑えシミ・そ

ばかすを防ぎます。                   

・うるおいのある澄んだ肌に整えます。 

―椿油：保湿 

―ユキノシタエキス、マカデミアナッツ油、濃グリセリン：保湿 

―スーパーヒアルロン酸（アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム）：保湿 

・乳液などのベタつきを抑えながら肌を包み、スキンケアの効果を密封します。 

 ―さらさらシールオイル 

・肌荒れ防止効果により、素肌そのものから美しくきめをなめらかに整えます。 

―スキンケアパウダー（硫酸バリウム）配合 

 

○透明感メイク効果 

・なめらかコート製法を用いた微粒子パウダーが均一に広がり、粉っぽさを感じ

させずなめらかにフィットします。 

・くすみ・色ムラ、毛穴や凹凸を補正し、透明感のあるきめ細かい肌に仕上げま

す。 

―スノーコネクティングパウダー 

―ダイヤモンドスムースパウダー 

―グロスフィットパウダー 

―七色パール 

・透明感の高い仕上がりが持続します。 

―皮脂吸着さらさらパウダー 

―半透明マグネットホワイトパウダー 

 

○穏やかにやさしく香る、フローラルアロマの香り 

 

○2つのパフを内蔵 

・おしろい用パフ：日中用 

ファンデーションやメイクの仕上げに、パウダーをぴったりフィットさせ均一に

仕上げる「スムースフィットパフ（コンパクトに内蔵）」 

・スキンケア用パフ：夜用 

素肌ケアとして、パウダーをたっぷり含ませてふんわりやわらかく肌を包み込

む「なめらかソフトパフ（専用アミュレットポーチに収納）」 

 

○美しさのお守りのように、コンパクトとパフを持ち歩きできるファスナータイプ

の専用アミュレットポーチ付き 

 

 

～雪のように純粋で繊細、透明感を放つ肌へ～  

24時間、肌に願いを。美白ケア＆透明感アップ※1 

薬用美白※2スキンケアパウダー 

※1 メイクアップ効果による 
※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。  

※3 美白有効成分：トラネキサム酸 



 

 

 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

  

＜使用法＞ 

日中、おしろいとして使用する場合 

●化粧水や乳液、化粧下地で肌を整えた後、またはファンデーションの後に、

「スムースフィットパフ」（薄いパフ）で円を描くようにパウダーをとり、顔全体に軽

くすべらせるようになじませます。 

 

夜の素肌ケアとして使用する場合 

●化粧水や乳液、クリームなどをよくなじませた後に、「なめらかソフトパフ」（厚

いパフ）で、円を描くようにパウダーをとり、顔全体に軽くのせるようにつけた

後、やさしくすべらせるようになじませます。 

 

専用アミュレットポーチ 

●ポーチにコンパクトをおさめ、内側の透明ポケットに「なめらかソフトパフ」を入

れます。その際、パフに残ったパウダーをティッシュペーパーなどで拭き取って

からおさめます。 

●お手入れの際は、濡らした布などをかたく絞り、やさしく拭き取ります。 

 

 

 

【7つの使い方で、24時間美しく】 

 

1．朝、メイクの仕上がりを美しく 

粉っぽさがなく、くすみやにごりのないきめ細やかな透明感を演出します。 

 

2．夜のスキンケアの最後に 

  スキンケア効果を密封して、肌表面はサラサラに保ちます。 

 

3．つけている間、美白ケア 

美白有効成分「ｍ－トラネキサム酸※3」配合で、メラニンの生成を抑え、シミ・

そばかすを防ぎます。 

 

4．下地や BBにプラス 

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．日中の化粧直しに 

ファンデのよれやテカり、べたつきを抑えます。 

 

6．デコルテ、首もと、手もとに 

ボディクリームやハンドクリームの後に重ねることで、さらりとした美しいボデ

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3 美白有効成分：トラネキサム酸 



 

 

 

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 2020   （医薬部外品） 

1種 40g 

薬用美白美容液・化粧下地 

ノープリントプライス 

 

 

 

朝はトーンアップ下地に、夜はスキンケアの最後の素肌ケアとして。つやと明る

さを感じる透明感のある仕上がりに導きます。 

 

○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。 

―椿油：保湿 

―ユキノシタエキス、ホワイトリリーエキス、濃グリセリン：保湿 

―スーパーヒアルロン酸（アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム）：保湿 

 

○透明感メイク効果 

・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。 

―淡雪ピッチパウダー 

―スムースホワイトパウダーＥＸ 

・毛穴や凹凸を補正し、きめ細かいなめらかな肌に仕上げます。 

―スノーコネクティングパウダー 

―七色パール 

・ファンデーションを密着させ、美しい仕上がりが持続します。 

―スムースホワイトパウダーＥＸ 

―皮脂吸収さらさらパウダー 

 

○穏やかにやさしく香る、フローラルアロマの香り 

＜使用法＞ 

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。 

明るさアップ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、手のひらに直径1～1.5ｃｍを目安にとり、顔全

体になじませます。 

 

 

 

【7つの使い方で、24時間美しく】 

1．朝、化粧下地として 

ファンデーションを密着させ、ワントーン明るい肌を演出します。 

 

2．夜のスキンケアの最後に 

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 

美白有効成分「ｍ－トラネキサム酸※3」配合で、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。 

～雪のように純粋で繊細、透明感を放つ肌へ～  

24時間、肌に願いを。美白ケア＆透明感アップ※1 

薬用美白※2トーンアップエッセンス 

※1 メイクアップ効果による 
※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。  

※3 美白有効成分：トラネキサム酸 



 

 

 

 

5．くすみカバーやハイライトに 

ファンデーション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/ 
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