
 

 

 

 

ベネフィークから人気の 

「ふきとり化粧液」「クリーム」「ファンデーション」各限定セットを発売 

～2020年 11月 21日（土）数量限定発売～ 

  

資生堂は、化粧品専門店専用ブランド「ベネフィーク」から、人気のふきとり化粧液の特製サイズとコットンが

セットになった「ベネフィーク リセットクリア トライアルセット ミニ N」をはじめとした限定セット【全 4品目 6品種

/990～11,550円（税込）※】を 2020年 11月 21日（土）に数量限定で発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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） 
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ベネフィーク ファンデーションジーニアス（パウダリー）限定セット DC    ベネフィーク ファンデーションジーニアス（リキッド）限定セット DC 
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※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。 

 

◆「ベネフィーク リセットクリア トライアルセット ミニ N」は、2020年 1月に発売した「ベネフィーク リセットク

リア」の特製サイズ（約 7日分）と、「ベネフィーク ダブルフェイスコットン」が 14枚ついたトライアルセットで

す。 

◆「ベネフィーク バウンスジーニアス 限定セット」は、乾燥などのさまざまな肌ダメージに着目。ハリ・弾力、

うるおい、明るさに満ちた肌へと導くバウンスジーニアス（医薬部外品）と 洗顔後につけて寝るだけの簡

単お手入れステップが特長のオールインワンの美容液状マスク「ベネフィーク リペアジーニアス」が 3包つ

いた限定セットです 

◆「ベネフィーク ファンデーションジーニアス（パウダリー）／（リキッド）限定セット DC」は、ひと塗りで、かさ

つき質感・毛穴・色むらをリセットするファンデーションジーニアスと、硬くなりがちな肌にも素早くなじんで、

メイクや毛穴の汚れをしっかり落としやわらかな素肌へ導く、オイル状メイク落とし「ベネフィーク ドゥース 

メイククレンジングオイル」の特製サイズがついた限定セットです。 

 



【商品一覧】                                                 全 4品目 6品種 

商品名 分類 容量 品種・色数 参考小売価格 

ベネフィーク リセットクリア  

トライアルセット ミニN【数量限定品】 

ふきとり化粧液 

コットン 

35mL 

14枚 
1種 990円（税込） 

ベネフィーク バウンスジーニアス  

限定セット【数量限定品】 

クリーム 

美容液状マスク 

40g 

1.3mL×3 包 
1種 11,550円（税込） 

ベネフィーク ファンデーション 

ジーニアス（パウダリー） 限定セット 

DC【数量限定品】 

ファンデーション 

メイク落とし 

10g 

30mL 
2種 4,400円（税込） 

ベネフィーク ファンデーション 

ジーニアス（リキッド） 限定セット 

DC【数量限定品】 

ファンデーション 

メイク落とし 

30g  

30mL 
2種 4,950円（税込） 

※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） 

 

 

【商品概要】                             

商品名・容量・価格                                              商品特長 

ベネフィーク  

リセットクリア  

トライアルセット ミニN 

 

＜セット内容＞ 

 

ベネフィーク リセットクリア

＜ふきとり化粧液＞ 

35mL 

 

ベネフィーク  

ダブルフェイスコットン 

＜コットン＞   

14枚 

 

990円（税込） 

【数量限定品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○とろみがある浄化液で“ひたして・うかせて・からめとる”。肌に不要なものを

やさしく除去し、スキンケアの浸透感が良い肌に整える。 

-とろみクリア処方 

-リセットクリア成分（緑茶エキス・イザヨイバラエキス・グリセリン：保湿） 

-ジンジャーエキス GL （生姜エキス・グリセリン：保湿） 

○みずみずしい感触で肌にスーッと広がり、瞬時にスッキリとした、つるつる・

すべすべのクリアな肌仕上がり。 

○浄化感のある爽やかなハーバル・フローラルの香り。（天然精油配合） 

○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わけではありません。 

＜メッシュ面（ブルー）＞ 

○ ふきとり化粧液などで、浸透・透明感の妨げとなる不要な角層をやさしく 

除去することに優れている。 

 -杉綾織（すぎあやおり）技術 

 

＜ソフト面（ホワイト）＞ 

○美容成分を含んだ化粧水や乳液などをなじませたり、パッティング 

 することに優れている。 

-ダブルロングファイバー&ブレンド処方 

＜メッシュ面・ソフト面共通＞ 

〇優れた化粧品の吸収性・放出性があり、ソフトな肌感触で毛羽立たない 

高い品質性。 

 -ダブルウォータージェット製法 

 -プレミアム天然綿花使用 

 -鏡面ロール仕上げ 

肌を浄化したようにスッキリ。 

放っておくとサビのように残る皮脂や 

浸透・透明感の妨げとなる不要な角層をやさしく除去。 

次に使うスキンケアの浸透感が良い肌に整える、ふきとり化粧液。 

 

肌に不要なものをふきとり浄化するメッシュ面と 

スキンケアを肌にたっぷりなじませるソフト面の 

2つの機能をあわせ持つコットン（天然綿 100%）。 



 

○天然綿 100％（天然綿実を使用しているため、コットンの表面や内部に斑点

状のものが見つかる場合がありますが、ご使用には問題ありません。） 

 

〇お手入れの効果と満足感を高める大判サイズ（60ｍｍ×75ｍｍ） 

※ベネフィーク ダブルフェイスコットンは、繊維製品の国際規格「エコテックス 

スタンダード 100」の最も厳しい条件「製品分類Ⅰ（乳幼児用製品）」をクリアし、

赤ちゃんの肌にも使える安全性が認められています。 

 

 

 

使用法 

●コットンを中指と薬指にのせ、イラストのように指ではさみ、 

顔の丸みにそって塗布します。 

●メッシュ面（ブルー）の使い方（リセットクリア＜ふきとり化粧液＞） 

洗顔の後、コットンに直径3.5cm程度をとり、 

顔の中心から外側に向かってのばします。 

その後、大きくらせんを描くようにやさしく拭き取ります。 

（コットンで肌を強くこすらないでください。） 

※メッシュ面（ブルー）は、やさしくふきとるだけで効果がありますので、 

肌を強くこすらないようにご注意ください。 

●ソフト面（ホワイト）の使い方 ＜化粧水・乳液＞ 

ほおや額などの広い部分から始め、顔の中心から外側に向かって 

ゆっくりとていねいになじませます。（それぞれ2～3回くり返します） 

 ※首は、下から上に向かってなじませます。 

 

＜セット内容＞ 

ベネフィーク リセットクリア トライアルセット ミニ N 

・リセットクリア ＜ふきとり化粧液＞ 35mＬ 

・ダブルフェイスコットン ＜コットン＞ 14枚 

 



 

 

ベネフィーク  

バウンスジーニアス 

限定セット 

 

＜セット内容＞ 

ベネフィーク 

バウンスジーニアス 

（医薬部外品） 

＜クリーム＞ 

本体 40g 

 

ベネフィーク 

リペアジーニアス ３Ｐ 

＜美容液状マスク＞ 

1.3mL×3 包 

  

11,550円（税込） 

【数量限定品】 

 

 

○ハリ密度を高める「バウンスフォーミュラ」採用。 

○メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

薬用美白有効成分 ｍ-トラネキサム酸 

○薬用有効成分 ビタミン E 誘導体 

○うるおいをめぐらせ、なめらかな肌に導きます。 

-潤環美容成分（ケイヒエキス、サイコエキス、カスムナールエキス、グリセリン：

保湿） 

○角層のすみずみまで美容成分を浸透させます。 

-ピコモイスチャー技術を搭載 

○肌に溶け込むように広がり、角層深部まで満たされるような感触。 

○香りは、気分を穏やかに解きほぐすような、優雅で心地よいフローラル・ 

フローラル。 

○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わけではありません。 

使用法 

●夜のお手入れの最後に、指先にパール粒 1 コ分を目安にとり、顔全体になじ

ませます。 

 

○うるおいをめぐらせ曇りのない透明感となめらかさを与え、化粧のりのよい肌に 

導きます。 

-リペアコンセントレート成分（イチョウ葉エキス・ベニバナエキス・グリセリン：保湿） 

-潤環美容成分（ケイヒエキス・サイコエキス・カスムナールエキス・グリセリン：保 

湿） 

○濃密な美容液がマスクのように、なめらかに肌を密封します。 

-ヒアルロン酸（保湿） 

○角層のすみずみまで美容成分を浸透させます。 

-ピコモイスチャー技術を搭載 

○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わけではありません。 

 

使用法 

●いつもの化粧水、美容液、乳液などのスキンケアに置き換えてお使いください。 

●洗顔後、手のひらに全量をとり、顔全体にむらなくぬり広げます。 

※肌に完全になじませる必要はありません。30 分ほどで自然になじみます。 

※その後洗い流す必要はありません。 

※夜のご使用をおすすめします。朝もお使いいただけます。 

●週 1 回を目安にお使いください。 

 

＜セット内容＞ 

ベネフィーク バウンスジーニアス限定セット 

・バウンスジーニアス（医薬部外品）＜クリーム＞ 40g 

・リペアジーニアス ＜美容液状マスク＞ 1.3mL×3包 

さまざまな肌ダメージが積み重なった肌印象の重さやゆるみに着目。 

ハリ研究から生まれた知見を結集し、引き締まったハリ感で 

すっきり明るい表情に導く薬用クリーム。 

うるおいとともに曇りのない透明感と 

なめらかさを与え、化粧のりのよい肌へと導く、 

オールインワンの美容液状マスク。 



ベネフィーク  

ファンデーション 

ジーニアス（パウダリー） 

限定セット DC 

 

＜セット内容＞ 

ベネフィーク  

ファンデーションジーニアス 

（パウダリー） レフィル 

＜ファンデーション＞   

SPF25・PA＋＋＋ 

10ｇ 2色 

【色調】 

オークル 10 

オークル 20 

 

ベネフィーク 

ファンデーションジーニアス 

スポンジ 

 

ベネフィーク 

ドゥース  

メイククレンジングオイル 

＜メイク落とし＞ 

30mL 

 

4,400円（税込） 

【数量限定品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○かさかさ・乾燥・毛穴などの質感リセット 

-セラムタッチパウダー製法 

-Wヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na：保湿） 

○色むらやくすみなどの肌色リセット 

-光補正パール 

-ブラッシュパウダー 

○つや・透明感アップ 

-オート補正パウダー 

-光補正パール 

○透明肌をキープ&で気になる毛穴をリセット 

-クリアキープパウダーP 

-オート補正パウダー 

○スキンケア成分配合 

-Ｗヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na：保湿） 

○自然なつやのある美しい仕上がりが長時間持続 

○下地なしでも美しく仕上がる 

-セラムタッチパウダー製法 

○アレルギーテスト済み・ニキビのもとになりにくい処方 
※全てのかたにアレルギーが起きない、また、ニキビができないわけではありません。 

 

使用法 

〇お手持ちのスキンケアで肌を整えてからお使いください。 

〇スポンジに適量をとり、顔の中心から外側に向かってのばします。スポンジに残

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。 

〇使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。 

〇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。 

 

○厚みと弾力があり、肌に心地よく密着 

○ファンデーションのなめらかなのびとフィット感をアップさせ、美しい仕上がりをサ

ポート 

使用法 

●スポンジにファンデーションを適量をとり、顔の中心から外側に向かってのばしま

す。スポンジ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。 

 

○とろりとした感触で肌に広がり、毛穴やきめのすみずみまで溶け込んでメイクや 

汚れとなじみ、素早くしっかり落とします。 

-スムースクレンジング処方 

○肌のうるおいを守りながら、汚れを落とし、やわらかな素肌へ導きます。 

○ウォータープルーフタイプなど、落ちにくいポイントメイクも落とせます。 

ひと塗りで毛穴・色むら・かさつきをキレイにカバーし、ぴたっとフィット。 

美容液成分に包まれたパウダーで、つけるたび 

素肌を美しくするパウダリーファンデーション。 

ベネフィーク ファンデーションジーニアス （パウダリー） 

専用スポンジ 

肌のリズムとうるおいバリア機能の関係に着目。 硬くなりがちな肌にも素早

くなじんでメイクや毛穴の汚れをしっかり落とし やわらかな素肌へと導く 

オイル状メイク落とし。 



■ベネフィーク ブランドサイト http://www.shiseido.co.jp/benefique/ 

○ぬれた手や顔でも使えます。 

○洗い流した後はすっきりつるつるとした感触です。 

○リラックス感のある香り。 

○アレルギーテスト済み・ニキビのもとになりにくい処方。 

※全てのかたにアレルギーが起きない、また、ニキビができないわけではありません。 

使用法 

●手のひらに適量をとり、ファンデーションや汚れとよくなじませます。 

●その後、水またはぬるま湯で十分に洗い流します。 

ベネフィーク  

ファンデーション 

ジーニアス（リキッド） 

限定セット DC 

 

＜セット内容＞ 

ベネフィーク  

ファンデーションジーニアス 

（リキッド）  

＜ファンデーション＞   

SPF30・PA＋＋ 

30ｇ 2色 

【色調】 

オークル 10 

オークル 20 

 

ベネフィーク ドゥース  

メイククレンジングオイル 

＜メイク落とし＞ 

30mL 

 

4,950円（税込） 

【数量限定品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇かさつき・毛穴をキレイにカバーし、質感リセット。 

スキンケア成分も配合。ひと塗りで、ぴたっとフィットします。 

-リペアタッチ処方 

-Ｗヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 Na：保湿） 

○色むら・くすみなどの肌色リセット。 

 -光補正パール 

 -ブラッシュパウダー 

○つや・透明感アップ。 

 -オート補正パウダー 

 -光補正パール 

○つや・透明感のある美しい仕上がり。 

-クリアキープパウダー 

-オート補正パウダー 

○うるおいを与え、みずみずしく透明感が冴えわたる肌が長時間持続します。 

○化粧下地を使わなくても、美しく仕上がります。 

○持ち運びに便利なチューブ入り。 

○アレルギーテスト済み・ニキビのもとになりにくい処方。 

※全てのかたにアレルギーが起きない、また、ニキビができないわけではありません 

 

使用法 
●お手持ちのスキンケアで肌を整えてからお使いください。 

●適量をとり、顔の中心から外側に向かって、むらなくのばし 

ます。 

●化粧直しで使用する時は、少量をとり、直したい部分にトントンと軽く重ねます。 

※ベネフィーク ドゥース メイククレンジングオイルの商品特長は前述。 

ひと塗りで毛穴・色むら・かさつきをキレイにカバーし、ぴたっとフィット。 

うるおい効果で、つけるたび素肌を美しくする 

リキッドファンデーション。 

 

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

