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「シートマスクしたみたいにうるおう」化粧水が進化
高保湿＆肌あれ対策で、パッと明るいハリつや肌へ
～2020 年 9 月 21 日（月）発売～
資生堂は、50 代以上の女性向け総合ブランド「プリオール」より、新・薬用化粧水「プリオール 薬用 高保湿
化粧水（医薬部外品）」他、化粧水と乳液の新製品【全 10 品目 10 品種 参考小売価格 2,600 円（税込 2,860 円）
～3,500 円（税込 3,850 円）*】を 2020 年 9 月 21 日（月）より発売します。
* 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）

◆2015 年のブランド誕生以来、好評の化粧水・乳液を刷新。50 代からの乾燥が続く大人の肌に着目し、年齢
とともに不足しがちなうるおいを角層深くまで届け、年齢サイン※1 をパッと目立たなくする大人の「見映え」エイ
ジングケア＊を叶える新・薬用高保湿化粧水、乳液を発売。
◆6 つの保湿成分ゴールデンネクターEX※2 に加え、新たに薬用 抗肌あれ有効成分※3 を配合。たっぷり保湿
し、肌あれを防ぐことで、うるおいに満ちたパッと明るいハリつや肌へ導きます。
＊エイジングケアとは年齢に応じたうるおいケアのこと
※1 つや、ハリ、透明感のなさ、きめの乱れ
※2（保湿)加水分解コラーゲン・ヒアルロン酸・スクワラン・ユキノシタエキス・シカクマメエキス・グリセリン
※3 グリチルリチン酸ジカリウム

発売背景と商品特長
「プリオール」は、大人の女性の 83％※4 が「年齢を重ねて肌が乾
燥するようになった」と実感していることを捉え、大人の肌ならではの
乾燥や肌あれ、日によって肌状態が変わり不安定になる肌悩みに着
目。たっぷり保湿し、肌あれを防ぐことで、大人の肌のうるおいを持
続させ‘見映え’までケアする薬用化粧水・乳液を発売します。
「プリオール 薬用 高保湿化粧水」は、10 分間シートマスクしたよ
うにうるおいを充実補給し、パッと明るいハリつや肌に導きます。「プ
リオール 薬用 高保湿乳液」は、美容オイル級のうるおいで肌を密
封し、もっちり明るいハリつや肌が続きます。香りは心地よいアロマ
ブーケのほのかな香りです。パッケージは上質感と華やぎ、大人の
左から
プリオール 薬用 高保湿化粧水 （しっとり）
プリオール 薬用 高保湿乳液 （しっとり）

可愛らしさで気持ちまで上向くことを表現しながら、ディスペンサーの
押しやすさ、持ちやすく倒れにくいボトルの形状、使いやすさにこだ
わった新デザインに刷新します。
※4 資生堂調べ 2020 年 2 月 50～60 代女性 N=300

プロモーション・販売チャネル
モデルは、引き続き「宮本信子（みやもと のぶこ）」さんと「原田美枝子（はらだ みえこ）」さん、「常盤貴子（と
きわ たかこ）」さんを起用します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約 14,000 店です。
あわせて EC サイトや資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」でも販売します。

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂 美容相談室（プリオール） フリーダイヤル 0120-88-0922」でお受けしています。

【商品一覧】

全 10 品目 10 品種

商品名
プリオール 薬用 高保湿化粧水
（しっとり）（とてもしっとり）（さらっとしっとり） （医薬部外品）

分類

容量

品種

参考小売価格

薬用 化粧水

各 160mL

3種

3,000 円
（税込 3,300 円)

薬用 化粧水

各 140mL

3種

2,600 円
（税込 2,860 円)

薬用 乳液

各 120mL

2種

3,500 円
（税込 3,850 円)

薬用 乳液

各 100mL

2種

2,900 円
（税込 3,190 円)

販売名：プリオール 薬用 化粧水 （しっとり）（とてもしっとり）（さらっとしっとり）

プリオール 薬用 高保湿化粧水
（しっとり）（とてもしっとり）（さらっとしっとり） つめかえ用
（医薬部外品）
販売名：プリオール 薬用 化粧水 （しっとり）（とてもしっとり）（さらっとしっとり）
つめかえ用

プリオール 薬用 高保湿乳液
（しっとり）（とてもしっとり） （医薬部外品）
販売名：プリオール 薬用 乳液（しっとり）（とてもしっとり）

プリオール 薬用 高保湿乳液
（しっとり）（とてもしっとり） つめかえ用（医薬部外品）
販売名：プリオール 薬用 乳液（しっとり）（とてもしっとり） つめかえ用

* 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）

＜以下、余白＞

【商品概要】
商品名・容量・価格
プリオール
薬用 高保湿化粧水
（しっとり）（とてもしっとり）
（さらっとしっとり）
（医薬部外品）
薬用 化粧水
本体 160mL 3 種
3,000 円 （税込 3,300 円）
つめかえ用 140mL 3 種
2,600 円 （税込 2,860 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
10 分間シートマスクしたみたいに
うるおいを充実補給
パッと明るいハリつや肌に
〇50 代からの乾燥が続く肌のために。年齢とともに不足しがちなうるおいを
角層深くまで届けるエイジングケアのための高保湿化粧水です。
〇大人の肌にうるおいを与える 6 つの保湿成分と、肌あれを防ぐ抗肌あれ
有効成分配合
‐6 つの保湿成分：ゴールデンネクターEX（保湿）
（加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸、スクワラン、ユキノシタエキス、シカクマメエキス、グリセリン）
‐薬用 抗肌あれ有効成分配合 （グリチルリチン酸ジカリウム）

〇「うるおい注入処方」で、保湿成分が年齢とともに硬くなった角層深くまで
浸透し、うるおいで満たします。
〇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
〇乾燥による年齢サイン*を目立たなくします。*つや・ハリ・透明感のなさ、きめの乱れ
〇あとから使うスキンケアが届きやすい肌に整えます。
〇心地よいアロマブーケのほのかな香りです。
〇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
●使い始めは、中味が出るまでポンプを数回押してください。
●洗顔の後、手のひらにポンプ 2 回押し分をとり、顔全体にていねいになじ
ませます。
●中味が少なくなったら、ポンプの口もとを容器内のチューブの向きに合わ
せると最後まで使えます。
●さらっとしっとりタイプは冷蔵庫で冷やしてお使い頂くこともできます。
◇その場合は、必ず使用後すぐに冷蔵庫に戻し、使い切るまで冷蔵庫で保管してください。
◇絶対に冷凍庫には入れないでください。凍ってしまうと、品質が劣化する恐れがあります。

商品名・容量・価格
プリオール
薬用 高保湿乳液
（しっとり）（とてもしっとり）
（医薬部外品）
薬用 乳液
本体 120mL 2 種
3,500 円 (税込 3,850 円)
つめかえ用 100mL 2 種
2,900 円 (税込 3,190 円)

商品特長
美容オイル級に
うるおいを閉じ込めて
もっちり明るいハリつや持続
〇50 代からの乾燥が続く肌のために。年齢とともに不足しがちなうるおいを
角層深くまで届けるエイジングケアのための高保湿乳液です。
〇大人の肌にうるおいを与える 6 つの保湿成分と、肌あれを防ぐ抗肌あれ
有効成分配合。
‐6 つの保湿成分：ゴールデンネクターEX（保湿）
（加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸、スクワラン、ユキノシタエキス、シカクマメエキス、グリセリン）
‐薬用 抗肌あれ有効成分配合 （グリチルリチン酸ジカリウム）

〇「うるおい密封処方」で、ハリ・弾力を与えながら、美容オイルがうるおいを
密封し、長時間保ちます。
〇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
〇乾燥による年齢サイン*を目立たなくします。*つや・ハリ・透明感のなさ、きめの乱れ
〇心地よいアロマブーケのほのかな香りです。
〇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
●使い始めは、中味が出るまでポンプを数回押してください。
●化粧水の後、手のひらにポンプ 1 回押し分をとり、顔全体にていねいにな
じませます。
●中味が少なくなったら、ポンプの口もとを容器正面に向かって左側に向け
ると最後まで使えます。

■「プリオール」ブランドサイト

http://www.shiseido.co.jp/pr/

