2020-11
株式会社資生堂
資生堂ジャパン株式会社

みなぎる美しさで、新しい年へ。「SHISEIDO」ニューイヤーコレクション
2021 年 1 月 1 日（金）数量限定発売
～新しい年の始まりを予感させる咲き誇る花の限定パッケージの人気アイテムコレクション～
資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」より、2021 年の新春限定品【全 4 品
目 4 品種】を、2021 年 1 月 1 日(金）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 50 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」は、“Beauty Starts Afresh”をテーマに、エネルギッシュなタッチで咲き誇る花
が描かれた限定パッケージのスキンケア・メイクアップ商品を発売。
◆ アルティミューン美容液、バイタルパーフェクションのモイスチャライザー、ヴィジョナリー ジェ
ルリップスティック、クッションコンパクトケースと、人気アイテム 4 品の限定パッケージ。

【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

全 4 品目 4 品種
分類

色数

容量

美容液

－

75mL

16,000 円
（税込 17,600 円）

薬用
美白
クリーム

－

50g

13,000 円
（税込 14,300 円）

1色

1.6g

3,600 円
（税込 3,960 円）

-

1,200 円
（税込 1,320 円）

リミテッドエディション 【数量限定発売】
SHISEIDO バイタルパーフェクション
UL ファーミング クリーム リミテッドエディション
（医薬部外品）【数量限定発売】
SHISEIDO ヴィジョナリー
ジェルリップスティック 222 Ginza Red

口紅

リミテッド エディション【数量限定発売】
SHISEIDO シンクロスキン ケース
（クッションコンパクト用 ） 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」は、“Beauty Starts Afresh（みなぎる美しさで、新しい年へ。）”をテーマに、人気アイ
テムの限定パッケージの 2021 年ニューイヤーコレクションを発売します。世界で 7.1 秒に 1 本 ※1 売れ
ている SHISEIDO のベストセラー美容液「アルティミューン™ パワライジング コンセントレート N」、エイ
ジングケア ※2 ＆美白ケアを叶えるシリーズ「バイタルパーフェクション」のモイスチャライザー、軽い感
触とほんのりつやのあるクリアな発色の「ヴィジョナリー ジェルリップスティック」、クッションファンデー
ション用のコンパクトケースの 4 品で、新しい年の始まりを予感させるエネルギッシュなタッチで咲き誇
る花が描かれた限定パッケージです。
* 美 白とは、メラニンの生 成を抑 え、シミ・そばかすを防ぐことです。
※1 出 荷 本数 2019 年 1 月〜12 月 (1 日 24 時間 で算出 )
※2 エイジングケアとは、年 齢に応じたうるおいによるお手 入れのことです。

（以下余白）

【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
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】
＜美容液＞

新たなスタートに踏み出す力を与える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

75mL
16,000 円（税込 17,600 円）

○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。
○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。）

SHISEIDO
バイタルパーフェクション
UL フ ァ ー ミ ン グ ク リ ー ム
リミテッドエディション
（医薬部外品）
【数量限定発売】
＜薬用美白クリーム＞
50g
13,000 円（税込 14,300 円）

生命感あふれる花のエネルギーをまとったモイスチャライザー。
乾燥やハリのなさなどのエイジングサインをケアしながら、
メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。
内面から満たされたような密度を感じる、輝きのある肌へ。
○乳液とクリームの機能を兼ね備えた即感モイスチャライザー ※3。
シルクのようにきめ細かなクリームが豊かなうるおいで肌を
満たし、乾燥による小ジワを目立たなくします ※4 。
※3 モイスチャライザーとは乳液 とクリームの機 能を兼ね備えた、とろけるテクス
チャーのアイテムです
※4 効 能 評価 試 験済 み

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー++™ ※5 を搭載し、心地よ
く肌感度にアプローチ。また、紅花 BLG コンプレックス ※6 を搭
載し、明るく引き締まったハリ感へ導きます。
※5 乾 燥を防 ぎ、なめらかな肌 へ導く、明 日 葉 CGL コンプレックスγ（アシタバ葉
／茎エキス、ナツメ果実エキス、ラベンダー油、カフェイン、グリセリン）配 合
テクノロジー
※6 保 湿成 分（ベニバナエキス、ブルガリアローズウォーター、オドリコソウエキス、
グリセリン）

○美白有効成分 4MSK ※7 を配合し、メラニンの生成を抑えシミ・
そばかすを防ぎます。
※7 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

○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）。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
ヴィジョナリー

華やかなレッドをみずみずしく。

ジェルリップスティック

限定デザインのリップスティック

222 Ginza Red
リミテッド エディション
【数量限定発売】
<口紅>
1色
1.6g
3,600 円（税込 3,960 円）

○軽く心地よく、均一に簡単に、唇を彩ります。
○ほんのりつやのあるセミ・サテンの仕上がりです。
○にじみに強いロングウェア処方。
○保湿効果を兼ね備えています。

SHISEIDO
シンクロスキン ケース
（クッションコンパクト用）
リミテッド エディション

表情まで美しく咲き誇るような
限定コンパクトケース
○SHISEIDO シンクロスキン グロー クッションコンパクト、シンク

【数量限定発売】

ロスキン セルフリフレッシング クッションコンパクトをセットす

1,200 円（税込 1,320 円）

る限定デザインの専用ケース。
○中味の揮発を防ぐ効果に優れた気密性の高いコンパクト。
ケースの蓋を閉める際に、内側のレフィル容器の蓋も一緒に
閉めることが可能です。
○携帯に便利なミラー付き。

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

