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「光ダメージ」に向き合う、リバイタルから、
“濃密カシミア化粧水”と純粋レチノール※1 配合のフェイシャルマスクを発売
～2020 年 9 月 21 日（月）発売～
資生堂は、乾燥、ハリ不足やシミなどのエイジングサインは紫外線が大きく影響していることを捉えた「光ダメー
ジ」に向き合う高機能エイジングケア※2 ブランド「リバイタル」より、カシミア級のなめらかさで肌を長時間ラッピン
グし、うるおいを閉じ込める“濃密カシミア化粧水”(＝リバイタル ローション Ⅲ)や、純粋レチノール※1 を配合し
た、薬用 フェイシャルマスクなど【全 6 品目 6 品種 参考小売価格 1,000 円（税込 1,100 円）～8,300 円（税込
9,130 円）*】を 2020 年 9 月 21 日（月）に発売します。
※1 レチノール

※2 エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケアです。

* 価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

◆「リバイタル」は、乾燥、ハリ不足やシミなどのエイジングサインは紫外線が大きく影響していることを捉えた、
「光ダメージ」に向き合う高機能エイジングケア※2 ブランドです。
◆「光ダメージ」による乾燥のサインに対し、カシミア級のなめらかさで肌を包み込む“濃密カシミア化粧水”は、
濃密なうるおいを長時間ラッピングする技術で、美容成分リバイタルアミノ酸※3 と美白有効成分を肌の深く
※4
まで届け、ハリとうるおいに満ちた明るい肌に導きます。
◆純粋レチノール※1 配合の薬用フェイシャルマスクは、集中ケアで、すばやくハリとうるおいに満ちた
明るい肌に導きます。
* 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 ※3 アルギニン、アラニン、ヒドロキシプロリン（保湿） ※4 角層まで

リバイタル ローション Ⅲ（医薬部外品）

リバイタル レチノサイエンス フェイシャルマスク （医薬部外品）

【商品一覧】

全 6 品目 6 品種
参考小売価格
7,900 円
リバイタル ローション Ⅲ （医薬部外品）
化粧水
170mL
(税込 8,690 円)
6,800 円
リバイタル ローション Ⅲ レフィル （医薬部外品）
化粧水
150mL
(税込 7,480 円)
8,300 円
リバイタル エマルジョン Ⅲ レフィル （医薬部外品）
乳液
50g
(税込 9,130 円)
4,900 円
リバイタル レチノサイエンス フェイシャルマスク （医薬部外品）
シート状マスク 18mL×6 枚入
(税込 5,390 円)
リバイタル レチノサイエンス フェイシャルマスク （医薬部外品）
1,000 円
シート状マスク 18mL×1 枚入
数量限定品
（税込 1,100 円）
化粧水 30mL
2,700 円
リバイタル トライアルセット Ⅲ (医薬部外品) 数量限定品
化粧水・乳液
乳液 15g
（税込 2,970 円）
*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
商品名

分類

容量

※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。

濃密カシミア化粧水の発売背景
ターゲットである 40 代・50 代の方は、肌の乾燥をより感じやすくなり、乾燥を感じるとまずは化粧水を見直す、
ということがわかりました。※5 紫外線は、肌のバリア機能を低下させ、肌の乾燥にも大きく影響を与えることから
も、ターゲットが感じている乾燥は、「光ダメージ」のサインであると捉えました。
リバイタルの濃密カシミア化粧水は、「光ダメージ」による乾燥を防ぎ、カシミア級のなめらかさで肌を長時間ラッ
ピングして、美容液処方の濃厚なうるおいを閉じ込め、ハリとうるおいに満ちた明るい肌に導きます。
※5 2018 年 12 月 資生堂調べ 45-59 歳女性 n＝438

販売
全国のドラッグストア・ＧＭＳ・化粧品専門店など、約 1,600 店で販売します。

＜以下、余白＞

【商品概要】
商品名・容量・タイプ・価格
【濃密カシミア化粧水】
リバイタル ローション Ⅲ
（医薬部外品） 化粧水
本体 170mL
7,900 円 (税込 8,690 円)
レフィル 150mL
6,800 円 (税込 7,480 円)

＊価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
商品特長
カシミア級のなめらかさで肌を長時間ラッピング。
美容成分リバイタルアミノ酸を角層深くまで届けることで、
「光ダメージ」で失ったうるおいを満たし、
ハリとうるおいに満ちた明るい肌に導く 薬用化粧水
-

美容成分 リバイタルアミノ酸
アルギニン、アラニン、ヒドロキシプロリン（保湿）

-

独自成分 フォトプロテクト コンプレックス
緑茶エキス、エーデルワイスエキス、ポリオキシエチレン(14)ポリオキシプロピレン(7)ジメチルエ

Ⅲ:コクのあるタイプ

ーテル、グリセリン（保湿）

‐ 美白有効成分 ４MSK※6

※6 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白有効成分
-

肌あれ防止有効成分 トラネキサム酸

○乾燥による小じわを目立たなくします。 ※効能評価試験済み
○アレルギーテスト済み
（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。）
○スキンケアの満足度を高めるリラックス感を感じるフローラルグリーンの
香り
使用法
●洗顔の後、コットンにディスペンサー3 回押し分をとり、
ていねいになじませます。
リバイタル エマルジョン Ⅲ
（医薬部外品） 乳液

まろやかなコクで、肌に深いうるおいをラッピング。
美容成分リバイタルアミノ酸を角層深くまで届けることで、
「光ダメージ」で失ったうるおいを満たし、

レフィル Ⅲ：50g
8,300 円 (税込 9,130 円)

ハリとうるおいに満ちた明るい肌に導く 薬用乳液
-

美容成分 リバイタルアミノ酸

-

独自成分 フォトプロテクト コンプレックス

Ⅲ：コクのあるタイプ

アルギニン、アラニン、ヒドロキシプロリン（保湿）
緑茶エキス、エーデルワイスエキス、ポリオキシエチレン(14)ポリオキシプロピレン(7)ジメチルエ
ーテル、グリセリン（保湿）
-

美白有効成分 ４MSK※6

※6 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白有効成分
-

肌あれ防止有効成分 トラネキサム酸

○乾燥による小じわを目立たなくします。 ※効能評価試験済み
○アレルギーテスト済み
（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。）
○スキンケアの満足度を高めるリラックス感を感じるフローラルグリーンの
香り
使用法
●化粧水の後、指先にパール粒２コ分を目安にとり、顔全体になじませま
す。

商品名・容量・タイプ・価格
リバイタル レチノサイエンス
フェイシャルマスク
（医薬部外品） シート状マスク

商品特長
純粋レチノール※1 配合の濃厚なフェイシャルマスク。
ハリとうるおいに満ちた肌を即体感。
乾燥による小じわを目立たなくします。

18mL×6 枚入
4,900 円 (税込 5,390 円)

-

薬用有効成分 純粋レチノール※1
表皮ヒアルロン酸を生み出し、水分量を増やすことで柔軟な肌に導き、

18mL×1 枚入【数量限定品】
1,000 円 （税込 1,100 円）

肌あれを防ぐ薬用有効成分
-

美容成分 リバイタルアミノ酸
アルギニン、アラニン、ヒドロキシプロリン（保湿）

-

独自成分 フォトプロテクト コンプレックス
緑茶エキス、エーデルワイスエキス、ポリオキシエチレン(14)ポリオキシプロピレン(7)ジメチ
ルエーテル、グリセリン（保湿）

○ 肌にぴったり密着して、はがれにくいシートを採用。
角層のすみずみまで、レチノールをしっかり届けます。
○ 乾燥による小じわを目立たなくします。 ※効能評価試験済み
○ アレルギーテスト済み
（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。）

使用法
●夜のお手入れの最後にお使いください。
朝お使いになる場合は、純粋レチノールの効果を守るために、ご使用後
に必ず紫外線カット効果のある化粧品をお使いください。
●マスクを顔全体にフィットさせ、約 10 分後にマスクをはがし、肌の上に残
った液をなじませてください。
●週１～2 回を目安にお使いください。

■リバイタル ブランドサイト http://www.shiseido.co.jp/revital

