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アーティスト舘鼻則孝氏とコラボレートした「SHISEIDO」ホリデーコレクション
2020 年 11 月 1 日（日）数量限定発売
～唐草と雲間を繊細なタッチでモダンに表現したオリジナルデザインの美容液など４品～
資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」より、2020 年 AW のホリデーコレクシ
ョン【全 4 品目 6 品種】を、2020 年 11 月 1 日(日）から、世界各国で順次数量限定発売します。国
内では全国のデパートを中心とした約 380 店と、SHISEIDO オフィシャルサイト、資生堂の総合美容
サイト「ワタシプラス」で発売します（発売元：株式会社資生堂インターナショナル）。
◆ 「SHISEIDO」の 2020 年 AW ホリデーは、“CELEBRATE YOUR BEAUTIFUL MOMENT”を
テーマに、アーティスト舘鼻則孝氏（たてはな のりたか）氏とのコラボレーション。
◆ 人気のアルティミューン美容液限定パッケージに加え、SHISEIDO メイクアップから限定 3 品
発売。「モダンマット パウダーリップスティック」のミニサイズ 3 色セット、マルチペンシル「カジ
ャルインクアーティスト」限定色、アイラッシュカーラー限定デザイン。

アルティミューン™
パワライジング
コンセントレート N
リミテッドエディション

アイラッシュ
カーラー
リミテッド エディション

カジャル
インクアーティスト
リミテッド エディション

モダンマット
パウダーリップスティック
ミニセット
リミテッド エディション

全 4 品目 6 品種

【商品一覧】
商品名
SHISEIDO アルティミューン™
パワライジング コンセントレート N

分類

色数

容量

美容液

－

75mL

16,000 円
（税込 17,600 円）

口紅

1種
（3 色
セット）

2.5ｇ×3

3,000 円
（税込 3,300 円）

アイシャドウ
アイライナー
アイブロウ

3色

0.8g

各 2,200 円
（税込 2,420 円）

化粧用具

－

-

1,000 円
（税込 1,100 円）

リミテッドエディション 【数量限定発売】
SHISEIDO モダンマット パウダーリップ
スティック ミニセット リミテッド エディション
【数量限定発売】
SHISEIDO カジャルインクアーティスト
リミテッド エディション 【数量限定発売】
SHISEIDO アイラッシュカーラー
リミテッド エディション 【数量限定発売】

参考小売価格

※お客 さまからのお問 い合わせは「SHISEIDOお客さま窓口 フリーダイヤル0120-587-289」でお受 けしています。

商品特長
「SHISEIDO」2020 年 AW ホリデーのテーマは、“CELEBRATE YOUR
BEAUTIFUL MOMENT”。日本が古来から大切にしてきたモチーフに着目
し、新たな手法にて生命を吹き込むアーティスト、舘鼻則孝氏（たてはな
のりたか）氏とコラボレート。生きいきとのびゆく唐草と一瞬の美を切り取る
雲間を繊細なタッチでモダンに表現したオリジナルデザインです。
人気のアルティミューン美容液限定パッケージに加え、SHISEIDO メイ
クアップから限定 3 品を数量限定で発売します。「モダンマット パウダー
リップスティック」のミニサイズ 3 色セット、アイシャドウ・アイライナー・アイ
ブロウとして使用できるマルチペンシル「カジャルインクアーティスト」限定
色、アイラッシュカーラー限定デザイン。一人ひとりのかけがえのない瞬間
をセレブレートするホリデーコレクションをお届けします。

【商品概要】

※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）。

商品名・容量・価格
SHISEIDO
アルティミューン™
パワライジング
コンセントレート N
リミテッドエディション
【数量限定発売】

商品特長
永遠の生命美をモダンにまとった美容液アルティミューン。
乾燥によるダメージから肌を守り抜き、
未来の肌悩みにも備えながら、ゆるぎない美しさへ導きます。
○肌本来がもつ美しさを守り抜き、なめらかさ、ハリ、明るさの
ある肌へ導きます。
－イミューンジェネレーションテクノロジー™搭載

＜美容液＞
75mL

○コクがありながら、みずみずしく、肌なじみが良い使用性です。

16,000 円（税込 17,600 円）
○くつろいだ気分を誘い、フレッシュでエネルギーに満ちた感覚を
イメージしたグリーンフローラルの香りです。
○パラベン（防腐剤）無添加。
○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み
（すべての方にニキビができない、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
●毎日の朝、夜のお手入れに、化粧水で肌を整えてから、乳液
またはクリームの前にお使いください。
●ディスペンサー2 回押し分を手にとり、顔全体にていねいに
均一になじませます。

【商品概要】

※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）。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO モダンマット
パウダーリップスティック
ミニセット
リミテッド エディション
【数量限定発売】

ひとぬりでリッチな発色。
人気色を集めた限定ミニリップセット。
モダンマット パウダーリップスティックの
既存の人気色からセレクトした 3 色のミニサイズをセット。
アーティスト舘鼻則孝氏のデザインによる
特製ボックスでお届けします。

＜口紅＞
1 種（3 色セット）
3,000 円（税込 3,300 円）

○独特のパウダークリーミーなテクスチャーが、唇の上でとろけて
マットに変わり、その仕上がりが一日中続きます。

［内容］
SHISEIDO

○リッチな発色。

モダンマット
パウダーリップスティック

○唇にぴたっと均一にフィットする使用感。

505,508,516
2.5g×3

○何もつけていないかのような軽い感触。
○ロングウェア処方。
○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）。

色調

505 Peep Show

516 Exotic Red

508 Semi Nude

※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

SHISEIDO
カジャルインクアーティスト

目もとを自在に演出。

リミテッド エディション

シマーに輝く限定カラーのマルチペンシル

【数量限定発売】
<アイシャドウ・アイライナー
・アイブロウ>

○アイシャドウ、アイライナー、アイブロウとして使える

3色

マルチペンシルです。

0.8g
各 2,200 円（税込 2,420 円）

○鮮やかな発色と繊細なきらめきが楽しめる限定カラーです。
○鮮やかな発色が一日中続きます。
○クリーミーなテクスチャーで、肌にのばすとベルベットのような
なめらかな感触です。
○重ねても厚ぼったくならず、軽いつけ心地です。
○水、汗、よれ、くずれ、にじみに強いロングウェア処方。

色調

12 Golden Gilt

13 Royal Rouge

14 Meiji Bronze

SHISEIDO アイラッシュカー
ラー リミテッド エディション
目力を強く、気分も上がる

【数量限定発売】

限定アイラッシュカーラー
＜化粧用具＞
1種
1,000 円（税込 1,100 円）

○まつ毛 全 体 の根 元 をしっかりとらえ、美 しいカール効 果 を実現
します。
○ホリデーを輝かせる金をベースに、自分らしさを主張する赤を
アクセントにした限定デザインです

■SHISEIDO オフィシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/

