
 

 

 

 

SHISEIDO から、ジェンダーニュートラルメイクフィルター登場。 

8 月 30 日(月)サービス開始   

～スマートフォンアプリ「Snap Chat」でも同日提供開始～ 

 

 

 

資生堂は、パソコンのオンライン会議ツールや動画プラットフォーム上で、顔を認識してさまざまなエフェクトを楽

しめるスナップチャット社のカメラアプリ「Snap Camera（スナップカメラ）」で、同じメイクアップアイテムで骨格や顔立

ちに似合うジェンダーニュートラルなメイクを楽しめる「TeleBeauty AR フィルター」※1を 8 月 30 日(月)より提供開始

します。 

本フィルターは「SHISEIDO メーキャップ ポップ パウダージェル アイシャドウ」「SHISEIDO メン ヴァイブラント 

BB モイスチャライザー」を含むメイクアップアイテムの色や質感をモニター上の自分の顔で楽しめます。肌に馴染

むスキントーンで仕上げたナチュラルメイク、グリーンとコーラルのコントラストが効いたアイメイクを楽しむカラーメ

イク、2 つのメイクパターンを資生堂ヘアメイクアップアーティストが提案します。それぞれのメイクパターンごとにや

わらかな印象、きりっとした印象を活かすフィルターがあり、なりたい印象や自分の顔立ちに合わせて自由に選べ

ます。同じメイクアップアイテムでも顔立ちに合わせたメイクテクニックで、ジェンダーにとらわれずメイクを楽しめる

体験を提供します。 

また、「TeleBeauty」ではスナップチャット社のスマートフォンアプリ「Snap Chat（スナップチャット）」の AR フィルタ

ーも 8 月 30 日(月)より提供します。Snap Chat ではジェンダーニュートラルメイク、メンズメイクの AR フィルターを

楽しめます。 

※1 AR フィルターとは・・・現実世界に CG などで作るデジタル情報を加える AR（拡張現実）技術のフィルターです。空間を認識して現実にはないものを配

置したり、顔や輪郭を認識してエフェクトをかけメイク後のイメージを体験したりして楽しむことができます。 
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サービス概要 

 「TeleBeauty ARフィルター」はスナップチャット社のアプリ「Snap Camera（PC）」「Snap Chat（スマートフォン）」を

ダウンロードした上で、PCでは Skype、Google Hangouts、Teams、ZOOMなどのオンライン会議ツール、スマートフォ

ンでは Snap Chatアプリ内通話で利用できます。本フィルターは、「Snap Camera」「Snap Chat」内に開設した

「TeleBeauty」アカウント内で提供されるメイクパターンをモニター上の自分の顔で楽しめます。 

 資生堂の美容総合サイト「ワタシプラス」内「TeleBeauty」特設サイトでは、各 ARフィルターのメイクパターンを詳細

に紹介し、気に入った商品は「ワタシプラス」でも購入することができます。 

 

■TeleBeauty特設サイト 

https://www.shiseido.co.jp/sw/beautyinfo/telebeauty/?inflowcd=etc_etc_00091546 

 

  

※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。  

https://www.shiseido.co.jp/sw/beautyinfo/telebeauty/?inflowcd=etc_etc_00091546


 

 

 

■ジェンダーニュートラルメイク：ナチュラルメイクフィルター 

1．やわらかな印象を活かすフィルター  2．きりっとした印象を活かすフィルター 

   

《ARフィルターで楽しめるメイクアップアイテム（男性モデル、女性モデル共通）》 

 

《商品特長》 

・SHISEIDO メン ヴァイブラント BB モイスチャライザー 

男性の肌悩みを自然にカバーし、健康的な印象へ導く BB クリームです。 

・SHISEIDO シンクロスキン コレクティング ジェルスティック コンシーラー 

素肌とシンクロし、瞬時に、目もとを明るく、若々しい印象へ導く、ジェルスティック コンシーラーです。 

 

美類 商品名 商品画像 

BB クリーム SHISEIDO メン ヴァイブラント BBモイスチャライザー 

 

コンシーラー 
SHISEIDO シンクロスキン コレクティング ジェルスティック  

コンシーラー 
 

アイブロウ SHISEIDO メン アイブロウ フィクサー デュオ 

 

アイライナー SHISEIDO マイクロライナーインク 07 Gray 

 

アイシャドウ 
SHISEIDO ポップ パウダージェル アイシャドウ  04 Sube-Sube 

Beige  

チーク SHISEIDO ミニマリスト ホイップパウダーブラッシュ   07 Setsuko 
 

口紅 ・ リップグロス SHISEIDO カラージェル リップバーム  107 Dahlia 

 



 

 

 

・SHISEIDO メン アイブロウ フィクサー デュオ 

眉の印象を思いどおりにコントロールする2-in-1のアイブロウです。 

・SHISEIDO カジャルインクアーティスト 

アイシャドウ、アイライナー、アイブロウとして自在に描け、ぼかせる鮮やかな発色。これ 1 本で目もとを自由自在

にカスタマイズできるマルチペンシルです。 

・SHISEIDO ポップ パウダージェル アイシャドウ 

弾む色。パウダーとジェルの融合。軽く自由な質感のアイシャドウです。 

・SHISEIDO ミニマリスト ホイップパウダーブラッシュ 

ムースのようなテクスチャーが肌にとけこむようになじみ、肌の内側から自然にわきでるような血色感を演出。肌の

上でパウダーに変わるチークカラーです。 

・SHISEIDO カラージェル リップバーム 

独自の保湿処方で、とろけるようなつけ心地と、うるおい感を実現。透明感と輝きのある発色で唇を彩るリップステ

ィックです。 

 

■ジェンダーニュートラルメイク：カラーメイクフィルター 

1．やわらかな印象を活かすフィルター  2．きりっとした印象を活かすフィルター 

   

《ARフィルターで楽しめるメイクアップアイテム（男性モデル、女性モデル共通）》 

美類 商品名 商品画像 

ファンデーション 
SHISEIDO シンクロスキン セルフリフレッシング クッション 

コンパクト 
 

コンシーラー SHISEIDO メン ターゲティッド ペンシル コンシーラー 

 

アイブロウ SHISEIDOブロウインクトリオ 

 



 

 

 

 

《商品特長》 

・SHISEIDO シンクロスキン セルフリフレッシング クッションコンパクト 

素肌とシンクロし、フレッシュで美しい肌を一日中維持させるクッションコンパクトです。 

・SHISEIDO メン ターゲティッド ペンシル コンシーラー 

肌悩みをカバーし、健康的な見た目にするコンシーラーです。 

・SHISEIDO ブロウインクトリオ 

ペンシルとパウダー２つの質感と付属のブラシで美しい眉を描くアイブロウペンシルです。 

・SHISEIDO マイクロライナーインク 

細の軸先でなめらかに描け、どんな繊細ラインも可能。リキッドのような濃厚発色のアイライナーです。 

・SHISEIDO ポップ パウダージェル アイシャドウ 

弾む色。パウダーとジェルの融合。軽く自由な質感のアイシャドウです。 

・SHISEIDO インナーグロウ チークパウダー 

フレッシュな血色感を与え、内側から輝くような立体感を演出するチークパウダーです。 

・SHISEIDO ヴィジョナリー ジェルリップスティック 

水が弾けるような軽い感触。ほんのりつやのあるクリアな発色のリップスティックです。 

 

 

  

アイライナー SHISEIDO マイクロライナーインク 08 Teal 

 

アイシャドウ 
SHISEIDO ポップ パウダージェル アイシャドウ  14 Kura-Kura 

Coral  

チーク SHISEIDO インナーグロウ チークパウダー 06 Alpen Glow 

 

口紅 ・ リップグロス SHISEIDO ヴィジョナリー ジェルリップスティック 212 Woodblock 

 



 

 

 

【ご参考】 

 

開発背景 

資生堂は 2016 年、モニター上でメイクを楽しむ「TeleBeauty（テレビューティー）」という考え方をコンテンツ化し、自

動メイクアプリ「TeleBeauty」の試験運用をしました（現在は運用終了）。2020 年 8 月、昨今のコロナ禍によるオン

ライン上の face to face コミュニケーションの機会拡大と、通信環境の改善やオープンリソースが活用できる環境

を踏まえ、株式会社博報堂ケトル協力のもと、スナップチャット社の「Snap Camera」の AR 技術を利用した新たな

「TeleBeauty」を開発しました。モニター上でメイクアイテムの塗布感や色・質感を再現する当社のノウハウを活か

したフィルターはオンライン会議等のオフィシャルな場でも使える自然な仕上がりが好評で、2020 年 8 月の公開か

ら累計 21 万回以上※2利用されています。2021 年は男性向けメイク、最新トレンドメイク等 AR フィルターのライン

ナップを幅広く拡充しオンライン上のコミュニケーションを更に豊かにすることを目的としています。 

※2 集計期間 2020 年 8 月 21 日～2021 年 7 月 31 日 

 

ジェンダーニュートラルフィルターとは 

同じメイクアップアイテムでも顔立ちやなりたい印象に合わせたテクニックでジェンダーにとらわれず誰でもメイクを

楽しめる体験を目指したジェンダーニュートラルな AR フィルターです。 

 

ワタシプラスとは 

「ワタシプラス」は、インターネットを通じて「美しさのプラスになるサービス」を提供する総合美容サイトとして、2012 

年 4 月よりスタートしました。お客さまの美容に関するご要望にお応えするため、オンラインショップやお店ナビと

いった、化粧品購入の機会を広げるサービスのほか、お客さま自身が自分に合ったスキンケアアイテムや、メイク

方法を見つけることができるビューティーチェック等の美容情報を数多く発信しています。 

https://www.shiseido.co.jp/wp/index.html 

 

SnapCamera とは 

コンピューターを使用して AR フィルター（通称：レンズ）の楽しさを体験できるデスクトップ用の無料アプリです。コン

ピューターの Web カメラを使用しながら、レンズを顔に適用しさまざまな AR フィルターを楽しむことができます。また、

Web カメラデバイスとして Snap Camera を選択すると、Skype、Google Hangouts、Teams、ZOOM などのライブスト

リーミングまたはビデオチャットアプリケーションをストリーミングしながらレンズを使うことができます。 

 

SnapChat とは 

スマートフォン用の無料アプリです。スマートフォンのカメラを使用しながら、レンズを顔に適用しさまざまな AR フィ

ルターを楽しむことができ、アプリ内通話でもレンズを使うことができます。 

 

https://www.shiseido.co.jp/wp/index.html

