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SHISEIDO より世界初*のテクノロジーを搭載した革新的な日焼け止め
2022 年 5 月 1 日（日）発売
～紫外線から肌を守りながら、太陽の光をスキンケアする光へと変換する独自のテクノロジーを搭載～
資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」より、強力な紫外線から肌を守り、さ
らに、太陽の光をまるで美容液のようにスキンケアする光へと変換する技術を搭載した、日焼け止
め用乳液「アーバン トリプル ビューティ サンケア エマルジョン」【全 1 品 参考小売価格 4,800
円（税込 5,280 円）】を、2022 年 5 月 1 日（日）から、世界各国で順次発売します。国内ではブラン
ド旗艦店「SHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STORE」をはじめ、全国のデパートを中心とした約 380
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）。
*肌を守る UV 防 御剤 および、UV を美 容効 果のある光に変 換するスピルリナプラテンシスエキスと蛍 光酸 化 亜鉛、その光を
増幅 させる PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテルを配 合した処方。（2021 年 4 月 Mintel 社 データベース及 び独自 調査 による
当社 調べ）
※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）

◆ 肌を「守る」「美しくする」世界初の Sun Dual Care™テクノロジーを採用。強力な紫外線からの
防御と、スキンケアを 1 本で両立する、革新的な日焼け止め用乳液「アーバン トリプル ビュ
ーティ サンケア エマルジョン」。
◆3 つの美肌効果。①ハリ②キメの整った明るい肌 ③うるおいが継続

SHISEIDO アーバン トリプル ビューティ サンケア エマルジョン

【商品一覧】

全1品

商品名
SHISEIDO
アーバン トリプル ビューティ サンケア
エマルジョン

分類
日 焼 け止 め用
乳液

容量
30mL

参考小売価格
4,800 円
(税込 5,280 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）。
※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。

発売背景
SHISEIDO グローバルサンケアは、独自の防御テクノロジー（SynchroShield™)により、過酷なレ
ジャー環境下において、紫外線からも肌をしっかり守り極めて高いパフォーマンスを実現してきまし
た。しかし、美しい肌づくりには、レジャーシーンのみならず、日常的な UV ケアが欠かせません。
SHISEIDO グローバルサンケアは肌を UV から守るサンケアエキスパートとして、100 年以上の紫
外線研究で培った知見と技術を結集し、紫外線から肌を守るだけでなく、美肌のために太陽の光
を活用するというこれまでにない発想で、太陽のポジティブなエネルギーを活用して、スキンケアま
でできる全く新しい技術を搭載したデイリーサンケアを発売します。
商品特長
「SHISEIDO アーバン トリプル ビューティ サンケア エマルジョン」は、紫外線から肌を守るだ
けではなく、太陽の光をも味方につけて肌の美しさを維持する技術を搭載。UVA、UVB はもちろん、
チリ・ホコリなどの多様な微粒子から隙なく肌を守ります。新たに発見されたスピルキュアエッセン
ス※1 を配合。太陽の光をまるで美容液のようにスキンケアする光へと変換し、ダメージ因子に光速
でアプローチします。365 日使用できるオイルフリー処方で、トーンアップ下地としてもご使用いただ
けます。
※1 スピルリナプラテンシスエキス、酸化 亜鉛、PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテル（うるおい保 護）

新商品に搭載された最新技術
農業分 野における光の活用研究からインスピレーションを得 て、「ヒトの肌 に与える光の効果」・
「太陽の光を変換して利用する植物の光合成プロセス」に着目して開発した世界初の成分アプロ
ーチ ※2 「サンデュアルケア技術 」を搭 載しました。サンケア＝スキンプロテクションの概 念を超えた
「太陽の光を変換してスキンケアする」という革新的な新価値を提案します。
※2 肌を守る UV 防 御剤 および、UV を美容 効 果のある光に変換 するスピルリナプラテンシスエキスと蛍 光酸 化 亜鉛、その光
を増 幅させる PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテルを配 合 した処 方。（2021 年 4 月 Mintel 社データベース及び独 自調 査による
当社 調べ）

「SHISEIDO」のサステナビリティへの取り組みについて
「SHISEIDO」は、2019 年より“Respect for Oceans”をテーマに、サーフィンの世界的団体「WSL
（World Surf League）」と、WSL の非営利団体「WSL PURE」、そして五十嵐カノアさんをはじめとす
る世界で活躍するトッププロサーファー達と協働して海を守る「SHISEIDO BLUE PROJECT」を推
進しています。
【SHISEIDO BLUE PROJECT 特 設サイト】 https://brand.shiseido.co.jp/shiseidoblueproject.html

ビーチクリーン活動

SHISEIDO BLUE PROJECT GLOBAL AMBASSADOR 五十 嵐カノア

2020 年には、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
価値を創造するグローバルプロジェクト「Sustainable Beauty Actions（サステナブル・ビューティー・
アクションズ）」を宣言しました。「MOTTAINAI（リサイクルやリユース）」、「HARMONY（社会や環境
との調和）」、「EMPATHY（おもいやり）」の 3 つの柱で構成し、サステナブルでより良い世界を実現
するために、行動しています。

ブランド SHISEIDO について
世界 88 の国と地域で、スキンケア、メイクアップ、サンケア、フレグランス製品を展開している、資
生堂グループを代表するグローバルプレステージブランドです。最新技術を搭載したスキンケアや
メイクアップで、お客さま一人ひとりの美しくなる力を最大限に引き出し、心身共に生命力溢れる美
さを実現します。

【商品概要】
商品名・容量・価格
SHISEIDO
アーバン トリプル
ビューティ サンケア
エマルジョン
SPF50+・PA++++
＜日焼け止め用乳液＞
30mL

※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）。
商品特長
○独自のスーパーヴェール UV 360™を搭載し、UVA、UVB はもちろ
ん、チリ・ホコリなどの多様な微粒子から隙なく肌を守ります。
○新たに発見されたスピルキュアエッセンス ※1 を配合。太陽の光を
まるで美容液のようにスキンケアする光へと変換し、ダメージ因子に
光速でアプローチします。
○3 つの美肌効果
1.ハリを感じるすこやかな肌へ
2.皮脂吸着パウダー配合で過剰な皮脂を抑えながら、
キメの整った明るい肌へ
3.独自のうるおい保護成分 ※3 配合、うるおいつづく肌へ

4,800 円

※1 スピルリナプラテンシスエキス、酸 化 亜 鉛、PEG/PPG-14/7 ジメチルエーテル（うる

（税込 5,280 円）

おい保護）
※3 ヒアルロン酸、 PEG / PPG-14 / 7 ジメチルエーテル、グリセリン（保湿）

○パラベンフリー、環 状 シリコンフリー、オキシベンゾン、オクチノキ
セートフリー
〇ウォータープルーフ
使用法
●2 層タイプなので、振って音がしてから、さらに 5 回振ってご使用く
ださい。
●朝のスキンケアで肌 を整えた後 、手のひらに適 量をとり、顔 全 体
になじませます。
●落とすときは、メイク落としをご使用ください。
■SHISEIDO オフィシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/
■SHISEIDO JAPAN 公式 Instagram https://www.instagram.com/shiseido_japan/
■SHISEIDO JAPAN 公式 Twitter https://twitter.com/SHISEIDO_brand
■ SHISEIDO サ ステ ィナ ブ ル グ ロ ー バ ル プ ロ ジ ェク ト https://international.shiseido.co.jp/sbasjp.html

