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累計売上 1,400 万本※1 突破のエリクシール朝用乳液が進化！
朝の印象、くずさない。夕方まで「つや玉」
～2022 年 2 月 21 日（月）発売～
資生堂は、15 年連続売上 No.1※2 のエイジングケア※3 ブランド「エリクシール」より、「エリクシール デーケアレ
ボリューション SP・SP+ （医薬部外品）」「エリクシール ブライトニング デーケアレボリューション WT・WT+
（医薬部外品）」【全 4 品 参考小売価格 2,800 円～3,100 円（税込 3,080 円～3,410 円）】を 2022 年 2 月 21 日
（月）にリニューアル発売します。
※1 エリクシール シュペリエル・エリクシール ホワイト デーケアレボリューション 2012 年 2 月～2021 年 12 月までのメーカー累計出荷実績（資生
堂調べ）
※2 インテージ SRI.SRI＋ 基礎化粧品（スキンケア）市場 メインシリーズランキング 期間 2006/10～2021/9 推計販売金額
※3 エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケアです。
* 価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

◆朝の印象をくずさず、「つや玉」のある肌が続きます。
◆朝、化粧水の後これ 1 本。乳液、化粧下地、プロテクターの 3 つの効果が 1 本に。
◆進化ポイント①さらに、みずみずしさがアップ。※4 ②ファンデーションののりを高め、化粧もちをよくします。※5
※4 SPF50+において
※5 化粧もち（粉よれ・薄れ・べたつきのなさ）データ取得済み。（当社調べ。効果には個人差があります。）

エリクシール デーケアレボリューション SP+ （医薬部外品） / エリクシール ブライトニング デーケアレボリューション WT+ （医薬部外品）

【商品一覧】

全4品
商品名

分類

エリクシール デーケアレボリューション SP+
（医薬部外品）

薬用
朝用乳液
薬用

エリクシール デーケアレボリューション SP
（医薬部外品）

朝用乳液

エリクシール ブライトニング デーケアレボリュー
ション WT+ （医薬部外品）
エリクシール ブライトニング デーケアレボリュー
ション WT （医薬部外品）

薬用
朝用美白乳液
薬用
朝用美白乳液

容量

品種

35mL

1種

35mL

1種

35mL

1種

35mL

1種

参考小売価格
2,800 円
(税込 3,080 円)
2,800 円
(税込 3,080 円)
3,100 円
（税込 3,410 円）
3,100 円
（税込 3,410 円）

※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
※お客さまからのお問い合わせは「エリクシールお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-770-933」でお受けしています。

発売背景
コロナ禍におけるスキンケア意識の高まりと、乾燥やくすみ、マスクによる化粧崩れやうっかり日焼けなど、肌
を取り巻く日中の過酷な環境に着目。累計売上本数 1,400 万本※1 突破と愛用者から支持が高い、乳液でありな
がら化粧下地、プロテクター効果を兼ね備えている点、化粧崩れしにくい点に加え、よりみずみずしく使用性を
高めてリニューアル発売します。
※1 エリクシール シュペリエル・エリクシール ホワイト デーケアレボリューション 2012 年 2 月～2021 年 12 月までのメーカー累計出荷実績（資生
堂調べ）

プロモーションと販売チャネル
モデルは引き続き、長澤 まさみ（ながさわ まさみ）さんを起用します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・
化粧品専門店など約 20,000 店です。あわせて、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」などの EC サイトでも販
売します。
「エリクシール」とは
「エリクシール」は、1983 年に肌とコラーゲンの関係に着目して誕生しました。先進のコラーゲン研究を活かし、
肌をハリと透明感で満たし、みずみずしく輝くような「つや玉」のある肌に導くブランドです。15 年連続スキンケア
市場ブランド別金額シェアＮｏ.1※2 を堅持しています。
※2 インテージ SRI.SRI＋ 基礎化粧品（スキンケア）市場 メインシリーズランキング 期間 2006/10～2021/9 推計販売金額

つや玉とは
「つや玉」とは、頬の高い位置にできる、みずみずしいつやのこと。
すこやかに満たされている美しい肌のしるしです。
エリクシールは毎日のスキンケアで、ハリ・透明感・うるおいを満たし、
内側から輝くような「つや玉」をつくります。

<以下余白>

【商品概要】
商品名・容量・価格
エリクシール
デーケアレボリューション SP＋
（医薬部外品）
薬用 朝用乳液
35mL
SPF50+・PA++++
参考小売価格 2,800 円（税込 3,080 円）

※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
商品特長
エイジングケア＊
朝の印象、くずさない。夕方まで「つや玉」 薬用 朝用乳液
＊年齢に応じたうるおいケア

○「つや玉」が輝く朝の仕上がりを、夕方までキープするために。
乳液、化粧下地、プロテクターの 3 つの効果が 1 本に。
※5

○ファンデーションののりを高め、化粧もちをよくします。

※5 化粧もち（粉よれ・薄れ・べたつきのなさ）データ取得済み。（当社調べ。効果には個人差があ
ります。）

-厳選成分 クレソンエキス BG
（オランダカラシエキス、1, 3-ブチレングリコール：保湿）配合

-独自成分 イノシトール CP
（イノシット、酵母エキス（3）、グリセリン：保湿）配合

-コラーゲン GL
（水溶性コラーゲン、グリセリン：保湿）配合

-バリア＆美容ケア ワンデーアクアマスク T
（トルメンチラエキス、2―メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合
体液、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、サクラ葉抽出液、グリセリン：保湿）配合

- m-トラネキサム酸配合
（トラネキサム酸）

エリクシール
デーケアレボリューション SP
（医薬部外品）
薬用 朝用乳液
35mL
SPF30・PA++++
参考小売価格 2,800 円（税込 3,080 円）

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ美白有効成分

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香りです。
○乾燥による小じわを目立たなくします。（効能評価試験済み）
○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）

■使用法
●朝、化粧水の後、手のひらに 1 円硬貨大をより顔全体になじませます。
（朝のお手入れの最後に使用し、その後ファンデーションをご使用いただけ
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。

エリクシール ブライトニング デーケアレ
ボリューション WT＋
（医薬部外品）
薬用 朝用美白乳液
35mL
SPF50+・PA++++
参考小売価格 3,100 円（税込 3,410 円）

美白＆エイジングケア＊
朝の印象、くずさない。夕方まで「つや玉」 薬用 朝用美白乳液
＊年齢に応じたうるおいケア

○「つや玉」が輝く朝の仕上がりを、夕方までキープするために。
乳液、化粧下地、プロテクターの 3 つの効果が 1 本に。
※5

○ファンデーションののりを高め、化粧もちをよくします。

※5 化粧もち（粉よれ・薄れ・べたつきのなさ）データ取得済み。（当社調べ。効果には個人差があ
ります。）

-美白有効成分 m-トラネキサム酸配合
（トラネキサム酸）

メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
-独自成分 クリアコラ EX
（加水分解コンキオリン液、オリーブ葉エキス、ヨクイニンエキス、L－アルギニン塩酸塩、グリセ
リン：保湿）配合

-厳選成分 クレソンエキス BG
（オランダカラシエキス、1, 3-ブチレングリコール：保湿）配合

-独自成分 イノシトール CP
エリクシール
ブライトニング デーケアレボリューション
WT
（医薬部外品）
薬用 朝用美白乳液
35mL
SPF35・PA++++
参考小売価格 3,100 円（税込 3,410 円）

（イノシット、酵母エキス（3）、グリセリン：保湿）配合

-コラーゲン GL
（水溶性コラーゲン、グリセリン：保湿）配合

-バリア＆美容ケア ワンデーアクアマスク T
（トルメンチラエキス、2―メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重
合体液、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、サクラ葉抽出液、グリセリン：保湿）配合

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香りです。
○乾燥による小じわを目立たなくします。（効能評価試験済み）
○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。）

■使用法
●朝、化粧水の後、手のひらに 1 円硬貨大をより顔全体になじませます。
（朝のお手入れの最後に使用し、その後ファンデーションをご使用いただけ
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。

■エリクシール ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/
■エリクシール 公式 Twitter https://twitter.com/elixir_TW
■エリクシール 公式 Instagram https://www.instagram.com/elixir_official_shiseido/

