
 

 

 

※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。 

 

    

 

  
 
 
 

脈打つたびに美がめぐり、強さになる。新「SHISEIDO アルティミューン」 
2021 年 7 月 1 日（木）発売 

～世界初に挑む「SHISEIDO」の象徴美容液が、“The Lifeblood™”*の考えをもとに進化。～ 

 

資生堂は、世界 88 の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」を象徴する美容液「アルティミュ

ーン TM パワライジング コンセントレート N」の中味・外装を強化した「アルティミューン TM パワライ

ジング コンセントレート Ⅲ」【全 1 品目 3 品種】を、2021 年 7 月 1 日（木）から世界各国で順次発

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、2014 年ブランドの象徴アイテムとして「アルティミューン」を発売し、2018 年にリ

ニューアル。「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持

されている。世界で 6.8 秒に 1 本のスピードで売れている※1 とともに、200 のビューティーアワー

ドを受賞している。※2 

◆ 今回、“The Lifeblood™”*の考えをもとに、リニューアル発売。独自のイミューンジェネレーショ

ン RED テクノロジーTM を搭載し、今だけでなく未来の美しさまで守り抜く。肌の明るさ・ハリ・なめ

らかさが備わった、生命感あふれるつややかな肌へ導く。 
 

＊ The Lifeblood™は、SHISEIDO が新たに提案するビューティーコンセプトです。一人ひとりの美しさが解放され、絶え間なく  

更新され続けることを目指します。 

※1 出荷本数  2020 年 1 月～12 月 (1 日 24 時間として算出 )。 

※2 2020 年 12 月時点の全世界における受賞総数。 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

商品名 分類 容量 参考小売価格 

SHISEIDO アルティミューン TM  

パワライジング コンセントレート Ⅲ 
美容液 

50mL 12,000 円（税込 13,200 円） 

30mL 8,000 円（税込 8,800 円） 

（レフィル） 
50mL 11,500 円（税込 12,650 円） 

 

2021-6 

       株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社  

【商品一覧】 全 1 品目 3 品種 



 

 

 

発売の背景  

「アルティミューン」は、2014 年ブランドの象徴アイテムとして発売し、2018 年に「アルティミューン
TM パワライジング コンセントレート N」に進化。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値

が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、売上好調です。世界で 6.8 秒に 1 本のスピードで

売れている※1 とともに、200 のビューティーアワードを受賞しています※2。 

SHISEIDO が今回実施した「理想の肌」に関するグローバル調査の結果※3、「肌がきれいだと感

じる瞬間がもっと長続きしてほしい」と考えるお客さまが多いことが分かりました。さらに、コロナ禍

が続く中美容ニーズが変化し、「素肌」に対する意識が世界全体で高まっていることも分かりました。

日本では、「素肌自体をきれいにしたい」というニーズが最も多く、66.2％を占めました。 

 
※1 出荷本数  2020 年 1 月～12 月 (1 日 24 時間として算出 )。 

※2 2020 年 12 月時点の全世界における受賞総数。 

※3 資生堂調べ（2020 年 10 月）、N=日本 1033、米国・中国・イタリア各 600 

 

 

商品特長  

今回、SHISEIDO は、こうした素肌への意識の高まりを踏まえ、“The Lifeblood™”*の考えをもと

に、アルティミューン美容液を進化して発売します。独自のイミューンジェネレーション RED テクノロ

ジーTM を搭載、今だけでなく未来の美しさまで守り抜き、肌の明るさ・ハリ・なめらかさが備わった、

生命感あふれるつややかな肌へ導きます。コクがあるのにみずみずしく、素早く肌になじむ使用感

と好評のグリーンフローラルの香りは踏襲しています。 
＊ The Lifeblood™は、SHISEIDO が新たに提案するビューティーコンセプトです。一人ひとりの美しさが解放され、絶え間なく  

更新され続けることを目指します。 

 

 

アルティミューン レフィル（詰め替え）サービス 

SHISEIDO は、ブランド旗艦店「SHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STORE」にて、アルティミューン

美容液のレフィル（詰め替え）サービス「アルティミューン ファウンテン」を展開していますが、今回

リニューアルする「アルティミューン パワライジング コンセントレート Ⅲ」でも同様のサービスを実

施します。「アルティミューン ファウンテン」は、サステナブルな活動や製品開発を通じて、ビューテ

ィーカンパニーならではの社会価値を創造する SHISEIDO のグローバルプロジェクトの一環です。

お客さまに使用後のボトルをお持ち込みいただき、衛生管理された環境下で洗浄し、徹底した衛

生管理のもと、詰め替えるサービスです。 

 

【サービス詳細】  

対象商品：アルティミューン™ パワライジング コンセントレート Ⅲ 

価格    ：30mL 税込 8,250 円、50mL 税込 12,100 円、75mL 税込 17,050 円 

所要時間：約 1 時間 

※SHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STORE サイトでの事前予約が必要です。 

https://www.shiseido.co.jp/ginza/ultimune-fountain/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shiseido.co.jp/ginza/ultimune-fountain/


 

 

 

 

商品名・容量・価格 商品特長  

SHISEIDO  

アルティミューン TM  

パワライジング  

コンセントレート Ⅲ 

 

＜美容液＞ 

 

50mL 

12,000 円 

（税込 13,200 円） 

 

30mL 

8,000 円 

（税込 8,800 円） 

 

（レフィル）50mL 

11,500 円 

（税込 12,650 円） 

  

 

  

 

＊ The Lifeblood™は、SHISEIDO が新たに提案するビューティーコンセプトです。 

一人ひとりの美しさが解放され、絶え間なく更新され続けることを目指します。  

 

○独自のイミューンジェネレーション RED テクノロジーTM 搭載で、

保湿成分コラーゲンエレメント GL※4 や美容成分が肌のすみず

みまで行き渡ります。 
※4 ヒドロキシプロリン、グリセリン 

 

○コクがあるのにみずみずしく、素早く肌になじむ使用感。 

 

○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 

（全てのかた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。 

●他の美容液と併用される場合は、アルティミューン TM パワライ

ジング コンセントレート Ⅲを先にお使いください。 

●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。 

 

 

脈打つたびに美がめぐり、強さになる。 

今と未来のエイジングダメージを恐れない。 

新アルティミューン美容液。 

with The Lifeblood™*, Power of Science 

 

世界初に挑む SHISEIDO から。 

一人ひとりの「美のめぐり」を整え、 

強い美しさを引き出す先進の美容液が登場。 

肌の明るさ・ハリ・なめらかさが備わった、 

生命感あふれるつややかな肌へ。まずは 3 日間。 

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

 

 

 

 

 

 

※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】 

 

https://brand.shiseido.co.jp/

