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上質なうるおい。クリアも満ちてくる。
こだわりぬいたオールインワン「ベネフィーク エッセンシャル」
～2021 年 8 月 21 日（土）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、新スキンケア・ベースメイクシリーズ「ベネフィーク
エッセンシャル」【全 11 品目 12 品種/参考小売価格 500 円～2,800 円（税込 550～3,080 円）】を 2021 年 8 月
21 日（土）に発売します。

◆ 大地からの恵みを選りすぐったパワーボタニカル E※1 成分と、研究技術を活かした資生堂高精製バイオヒ
アルロン酸※2 を配合。深いうるおいで満たされる高保水オールインワンの新スキンケア・ベースメイクシリ
ーズ。
◆ 資生堂がこれまで開発した実績のある成分と、ヒット商品の技術を受け継いだ「ジェネリック発想」だから、
手に取りやすい価格、且つ、満足感が得られるスキンケアアイテム。
◆ 「浄化→潤化→ベースメイク」の 3 つのシンプルステップ。1 品でいくつもの役割を果たし、なりたい肌を目
指す方に向けた効果と機能性を両立したラインナップ。

※1 ケイヒエキス・グリセリン：保湿 オールインワン 3 種に配合
※2 保湿 エッセンシャルライン全てに配合
※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）

発売背景・商品特長
一人ひとりの年代・生活環境・ライフステージなどの変化で起こる戸惑いに寄り添い、美しい肌を通じて自分ら
しく前向きな人生を共に歩んでいくことを応援するスキンケアラインの第 2 弾とし、美容にかけるお金や時間を抑
えながら効果は欲しいという女性に向けて、手に取りやすい価格でもプレミアムな価値や保湿効果を詰め込ん
だ「ベネフィーク エッセンシャル」を発売します。大地からの恵みを選りすぐったベネフィークエッセンシャルはパ
ワーボタニカル E※1 と、資生堂高精製バイオヒアルロン酸※2 による保湿効果とともに、深いうるおいで満たされ
る、ベネフィーク初の高保水オールインワンです。

※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。

Internal

【商品一覧】

全 11 品目 12 品種
商品名

ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップクレンズ
ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップクレンズ レフィル

分類

容量

メイク落と
し・
洗顔料

160ｍL

170mL

ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン ローション レフィル

150mL

ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン ジュレ

170mL

80g

ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップ BB パクト スポンジ

ファンデー
ション

2,800 円
（税込 3,080 円）
2,400 円

12g

用具

（以下余白）

2,800 円
2,400 円
（税込 2,640 円）
2,800 円
（税込 3,080 円）
2,400 円
（税込 2,640 円）

2種

2,300 円
（税込 2,530 円）
1,000 円

1種
―

（税込 2,640 円）
（税込 3,080 円）

―

※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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（税込 1,650 円）

150mL

ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン クリーム レフィル

ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップ BB パクト ケース

1,500 円

保湿液

90g

ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップ BB パクト

（税込 1,980 円）

1種

ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン クリーム

参考小売価格
1,800 円

140ｍL

ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン ローション

ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン ジュレ レフィル

品種

（税込 1,100 円）
500 円
（税込 550 円）

【商品概要】
商品名・容量・価格
ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップクレンズ
＜メイク落とし・洗顔料＞
本体 160ｍL
1,800 円
（税込 1,980 円）
レフィル 140mL
1,500 円
（税込 1,650 円）

商品特長
肌によいものを惜しみなく、うるおいがめぐる肌へ。
乾燥しがちな肌でも、効率的にスキンケアしたい方に。
ヒアルロン酸（保湿）配合のクッション泡で、
メイク落としから洗顔まで一気に完了。
肌に付着した空気中の汚れまでしっかり落とすワンステップクレンズ。
ぬれた手ＯＫ／まつエクＯＫ／マスカラも落ちる／Ｗ洗顔不要
資生堂高精製バイオヒアルロン酸（保湿）※2

〇きめ細かな泡でうるおいを守りながら洗い上げます。まるで美容液で洗い
上げたようなしっとりとした感触です。
〇みずみずしい草花が爽やかに香るボタニカル・フローラルの香りです。（天
然精油配合）
○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、ニキビができないというわけで
はありません。
使用法
●手のひらにポンプ 2～3 回押し分をとり、メイクや汚れとよくなじませ、その
あと水かぬるま湯で十分に洗い流します。
●落ちにくいメイクのときは、量を多くして洗ってください。
ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン ローション
＜ローション状保湿液＞
本体 170mL
2,800 円
（税込 3,080 円）
レフィル 150ｍＬ
2,400 円
（税込 2,640 円）

肌によいものを惜しみなく、うるおいがめぐる肌へ。
乾燥しがちな肌でも、効率的にスキンケアしたい方に。
うるおいを逃さず満たす
4 つの機能が一つになった贅沢美容オールインワン。
化粧水/乳液／美容液／マスク
大地からの恵みを選りすぐった
パワーボタニカル E（ケイヒエキス・グリセリン：保湿）※1

資生堂高精製バイオヒアルロン酸（保湿）※2

〇みずみずしい化粧水タイプです。
○みずみずしくスーっと広がる感触で、べたつかず軽やかでやわらかな肌触
りです。
〇みずみずしい草花が爽やかに香るボタニカル・フローラルの香りです。（天
然精油配合）
○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、ニキビができないというわけで
はありません。
使用法
●洗顔の後、手のひらにディスペンサー2 回押し分をとり、ゆっくりと顔のすみ
ずみまでなじませます。
●仕上げに手のひら全体で肌を包み込むようにおさえてハンドプレスします。
●たっぷりうるおい補給したいときには、マスクとしてお使いください。
マスクとしてご使用の場合
ディスペンサー2 回押し分を顔全体になじませた後、さらに同量を顔全体に広
げ、約 3 分放置し、軽くなじませます。
Internal

【商品概要】
商品名・容量・価格
ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン ジュレ
＜ジュレ状保湿液＞
本体 170mL
2,800 円
（税込 3,080 円）
レフィル 150ｍＬ
2,400 円
（税込 2,640 円）

商品特長
肌によいものを惜しみなく、うるおいがめぐる肌へ。
乾燥しがちな肌でも、効率的にスキンケアしたい方に。
うるおいを逃さず満たす
5 つの機能が一つになった贅沢美容オールインワン。
化粧水／乳液／美容液／クリーム／マスク
大地からの恵みを選りすぐった
パワーボタニカル E（ケイヒエキス・グリセリン：保湿）※1
資生堂高精製バイオヒアルロン酸（保湿）※2

〇しっとりしたジュレタイプです。
○とろりとまろやかに広がる感触で、ふっくらとなめらかな肌触りです。
〇みずみずしい草花が爽やかに香るボタニカル・フローラルの香りです。（天
然精油配合）
○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、ニキビができないというわけで
はありません。
使用法
●洗顔の後、手のひらにディスペンサー2 回押し分をとり、ゆっくりと顔のすみ
ずみまでなじませます。
●仕上げに手のひら全体で肌を包み込むようにおさえてハンドプレスします。
●たっぷりうるおい補給したいときには、マスクとしてお使いください。
マスクとしてご使用の場合
ディスペンサー2 回押し分を顔全体になじませた後、さらに同量を顔全体に広
げ、約 3 分放置し、軽くなじませます。

（以下余白）
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【商品概要】
商品名・容量・価格
ベネフィーク エッセンシャル
オールインワン クリーム
＜クリーム状保湿液＞
本体 90g
2,800 円
（税込 3,080 円）

商品特長
肌によいものを惜しみなく、うるおいがめぐる肌へ。
乾燥しがちな肌でも、効率的にスキンケアしたい方に。
うるおいを逃さず満たす
5 つの機能が一つになった贅沢美容オールインワン。
化粧水／乳液／美容液／クリーム／マスク

レフィル 80g
2,400 円
（税込 2,640 円）
〇コクのあるクリームタイプです。
○ぷるんとクリーミーな感触で、もっちりとハリを感じる肌触りです。
〇みずみずしい草花が爽やかに香るボタニカル・フローラルの香りです。（天
然精油配合
○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、ニキビができないというわけで
はありません。
使用法
●洗顔の後、指先にパール粒 2 コ分をとり、ゆっくりと顔のすみずみまでなじま
せます。
●仕上げに手のひら全体で肌を包み込むようにおさえてハンドプレスします。
●たっぷりうるおい補給したいときには、マスクとしてお使いください。
マスクとしてご使用の場合
パール粒 2 コ分を顔全体になじませた後、さらに同量を顔全体に広げ、約 3 分
放置し、軽くなじませます。

（以下余白）

Internal

【商品概要】
商品名・容量・価格
ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップ BBパクト
SPF50＋・PA+++
12g 2 色
【色調】
ライト
ナチュラル
2,300 円
（税込 2,530 円）

商品特長
ヒアルロン酸（保湿）配合のファンデーション。
素肌をケアしながら、かさつき・毛穴・凹凸をカバーして
均一な美肌へ仕上げるワンステップ BB パクト。
日焼け止め／化粧下地／ファンデーション／コンシーラー

〇軽くすべらせるだけで、簡単になめらかなつや肌へ。
素肌そのものが美しくなったように、自然なつやが持続します。
○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、ニキビができないというわけで
はありません。
使用法
＜ご使用法＞
●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。
●スポンジに適量をとり、顔の中心から外側に向かって軽くすべらせるように
してのばします。
●さらにカバーしたい部分は、スポンジに少量のファンデーションをとり、ポン
ポンと軽く押さえるように重ねづけします。
●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。
●紫外線防御効果のある化粧品などとの併用をおすすめします。
＜ケースへのセット方法＞
●ケースにレフィルを差し込み（図 1）、カチッと音がするまで上から押してくださ
い（図 2）。
●レフィルを交換するときは、ケースを開き、鏡を下に向けた状態でケースを裏
返します。レフィルの底面に両親指の腹をあて、押しながら取り出します。

図1

図2

ご注意
♢別売りの「ベネフィーク エッセンシャル ワンステップ BB パクト ケース」に
セットしてお使いください。

（以下余白）

Internal

商品名・容量・価格
ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップ BB パクト
ケース
1,000 円
（税込 1,100 円）

商品特長
「ベネフィーク エッセンシャル ワンステップ BB パクト」が
セットできる専用ケース。
＜ファンデーションのセット方法＞
●ケースにレフィルを差し込み（図 1）、カチッと音がするまで上から押してくだ
さい（図 2）。
●レフィルを交換するときは、ケースを開き、鏡を下に向けた状態でケースを
裏返します。レフィルの底面に両親指の腹をあて、押しながら取り出します。
●スポンジは、別売りの「ベネフィーク エッセンシャル ワンステップ BB パク
ト スポンジ」をお求めください。

図1

ベネフィーク エッセンシャル
ワンステップ BB パクト
スポンジ
500 円
（税込 550 円）

図2

「ベネフィーク エッセンシャル ワンステップ BB パクト」
専用のスポンジ
使用法
●スポンジにファンデーション適量をとり、顔の中心から外側に向かってのば
します。
●さらにカバーした部分は、スポンジに少量のファンデーションをとり、ポンポ
ンと軽く押さえるように重ねづけします。

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

Internal

