
 

 

 

 

 

 

 

肌の深い悩みをカバーする「パーフェクトカバー」がリニューアル 

～2022年 3月 21日（月）発売～ 

 

資生堂は、生まれつきのあざ、病気や治療による見た目の変化、やけどや傷跡などの肌に深い悩みをお持ち

の方を、化粧の力で支援する活動である資生堂 ライフクオリティー メイクアップを展開しています。その専用

商品として、通常のファンデーションではカバーしづらい肌の悩みに対応する「パーフェクトカバー」ブランドより、

さまざまな肌の色悩みをカバーできる「パーフェクトカバー ＭＣ※1」「パーフェクトカバー ＶＣ※2」他、【全 4 品目

10 品種】を日本国内で 2022 年 3 月 21 日（月）に発売します。また、海外では【全 4 品目 13 品種】を 3 月 1 日

（火）から、順次発売していきます。 

※1 ＭＣ：Multi (マルチ) Cover（カバー) 【英】「複数の」「カバー」を略語化したもの                                                           

※2 ＶＣ：Vitiligo（ヴィティリゴ） Cover（カバー) 【英】「白斑」「カバー」を略語化したもの 

 

肌の深い悩みに対応する活動の始まり 

資生堂は、創業以来化粧品に関してハード・ソフトの両面から蓄積してきた研究成果を活用し、一人ひとりの

お客さまの美の実現をお手伝いし、心まで豊かになっていただくことを目指してきました。 

活動の始まりは 1956 年で、戦禍でやけどをおった方の心に少しでも寄り添いたいと考え、カバー専用ファン

デーション「資生堂スポッツカバー」を発売しました。その後、光の技術を応用して、あざや傷跡、やけど跡など、

さまざまな肌の悩みを自然にカバーできる「パーフェクトカバー ファンデーション」シリーズを 1995年より発売す

るなど、資生堂 ライフクオリティー メイクアップ活動を通じ、「QOL（クオリティー・オブ・ライフ：生活の質）の向上」

に取り組んでいます。 

 

発売背景・商品概要 

パーフェクトカバーシリーズは、資生堂が長年の化粧品研究の中で

育んできた光の技術（光の透過や散乱）や、粉体やポリマーの特性を

高度に応用し、あざや傷跡などさまざまな肌悩みを自然にカバーでき

るファンデーションシリーズです。 

今回リニューアルにあたっては、従来品を、より使いやすく、安心で

安全な処方に進化させました。加えて、「化粧持ち」「マスク・衣服など

へのつきにくさ」を追求しています。 

また昨今、治療技術の進歩や早期発見により、就労をしながら通

院するがん患者数も増加しています。そこで、がん患者の方のニーズ

をとらえ、治療の副作用などによる特有の肌のくすみへのカバー効果

を強化するとともに、対応する色調を追加しました。 
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◆「パーフェクトカバー ファンデーション ＭＣ」は、あらゆる肌の色悩みや凹凸をカバーします。従来品より

使用性、仕上がりなどを強化したことに加え、がん治療の副作用などによる特有の肌のくすみをカバーする

機能を強化するとともに色調を追加。 

◆「パーフェクトカバー ファンデーション ＶＣ」は、白斑カバー専用のファンデーションで、従来品より色の

調整が簡単になり、手軽に使用できる設計に。 

◆通常のファンデーションでは対応できない肌や見た目の変化にお悩みの方が、自分らしく前向きに過ご

せる多様な社会の実現を目指します。 



 

 

 

なお、がん治療の副作用による特有の美容上の悩みや、外見上の変化（肌の色変化、眉・まつ毛の脱毛など）

に対し、性別を問わず誰もがスキンケアやメイクアップによってカバーできる、美容テクニックをまとめた小冊子

「外見ケア BOOK ～自分らしく、心地よく。～」を世界対がんデー※3である 2022年 2月 4日（金）に発行します。 

※3 世界対がんデー(World Cancer Day)： 国際対がん連合 (UICC) が主唱し、毎年 2月 4日を記念日として世界各国・地域でがんに関する啓発

行事が行われている 

 

今後も資生堂は、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD」のもと、美の力を通じてがん

患者や肌に深い悩みをお持ちのすべての人々が、いきいきと笑顔で過ごすことができる社会の実現に向けて活

動してまいります。 

 

 

商品の取り扱いについて 

東京・銀座にある「資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター」をはじめ、カウンセリングスペースを確

保した日本全国の資生堂化粧品取扱店※4、契約医療機関※5、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」※6 など

で販売します。「パーフェクトカバー ファンデーション」は現在、中国、台湾、シンガポールなどアジアの一部の

国と地域でも展開しています。 

※4 全国カウンセリング店舗一覧： https://corp.shiseido.com/slqm/jp/shop/ 

※5 取り扱い医療機関一覧： https://corp.shiseido.com/slqm/jp/shop/medical.html 

※6 資生堂総合美容サイト「ワタシプラス」： https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070210.seam?zbr=5A&online_shohin_ctlg_kbn=1 

 

【日本国内向け新商品一覧】 

全 4品 10品種 

商品名 分類 容量 色数 参考小売価格 

パーフェクトカバー 

ファンデーション ＭＣ 

部分用 

ファンデーション 
20g 7色 

3,500円 

（税込 3,850円） 

パーフェクトカバー 

ファンデーション ＶＣ 

部分用 

ファンデーション 
18mL 1色 

3,000円 

（税込 3,300円） 

パーフェクトカバー 

ルースパウダー 

メイクアップ 

パウダー 
10ｇ 1色 

3,500円 

（税込 3,850円） 

パーフェクトカバー 

クレンジングオイル 
メイク落とし 180 mL 1種 

2,300円 

（税込 2,530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「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://corp.shiseido.com/slqm/jp/shop/
https://corp.shiseido.com/slqm/jp/shop/medical.html
https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070210.seam?zbr=5A&online_shohin_ctlg_kbn=1


 

 

 

【商品概要】                

商品名・容量・タイプ・価格 商品特長 

パーフェクトカバー 

ファンデーション ＭＣ 

＜部分用ファンデーション＞ 

 

ＳＰＦ３０・ＰＡ+++ 

20g  

3,500円（税込 3,850円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７色 

オークル００ 

オークル１０ 

オークル２０ 

オークル３０ 

オークル４０ 

ピンクオークル２０Ｃ 

ピンクオークル３０Ｃ 

 

＊Ｃ：治療などによる肌の強いくすみ 

 に対応したコントロールカラー 

 

 

  

- 保湿成分（アセチル化ヒアルロン酸・グリセリン）配合 

 

○ 独自の光による色補正効果により、青み・赤み・濃いシミ・強

いくすみ・白斑や、肌の凹凸（ニキビ跡・傷跡・やけど跡な

ど）をしっかりカバーします。 

 

○ 水や汗、皮脂に強いウォータープルーフタイプ。衣服やマス

クなどにつきにくく、化粧崩れを防いで自然な仕上がりが 1

日中*持続します。 

* 12時間化粧持ち（肌へのフィット感、均一な肌のトーン、傷

跡のカバー、自然な仕上がり）データ取得済み  

 

○ 顔・身体にお使いいただけます。 

 

○ 無香料・紫外線吸収剤フリー・パラベンフリー・ノンコメドジェ

ニック・アレルギーテスト済み 

（全ての方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。） 

 

＜ご使用法＞ 

● スキンケアや日焼け止め、化粧下地などで肌を整えた後に

お使いください。 

● 指先に適量をとり、カバーしたい部分に塗布します。 

・広い範囲：のばし広げます。 

・狭い範囲：軽くたたくようになじませます。 

・凹凸部分：円を描くように凹凸を埋めます。 

● 仕上げに「パーフェクトカバー ルースパウダー」を使用する

ことで、より化粧持ち効果が高まります。 

● 落とすときは、「パーフェクトカバー クレンジングオイル」を

使用することをおすすめします。 

● 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下地などとの併用をおすすめし

ます。 

 

＜色調＞ ７色 

 

＜色調＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あらゆる肌の色悩みや凹凸などをカバーする 

固形クリームファンデーション。 

水分をたっぷり含むなめらかな使い心地で肌にフィットし、

化粧持ちに優れ、自然な仕上がりが 1日中持続します。 



 

 

 

商品名・容量・タイプ・価格 商品特長 

パーフェクトカバー 

ファンデーション ＶＣ 

＜部分用ファンデーション＞ 

 

ＳＰＦ１８・ＰＡ++ 

18mL 

3,000円（税込 3,300円） 

 
 

1色 

ブラシ付き 

 

 

○ 光による色補正効果で白斑をカバーし、自然な仕上がりを

実現します。 

 

○ 水や汗、皮脂に強いウォータープルーフタイプ。衣服やマス

クにつきにくく、化粧崩れを防いで自然な仕上がりが 1日中

*持続します。 

* 12時間化粧持ち（肌へのフィット感、傷跡のカバー、自然な

仕上がり)データ取得済み  

 

○ 肌の色に合わせて、ファンデーションの色の濃淡が調整し

やすく、顔や首、手足などにお使いいただけます。 

 

○ 無香料・紫外線吸収剤フリー・パラベンフリー・鉱物油フリ

ー・ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み 

（全ての方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。） 

 

＜ご使用法＞ 

● スキンケアや日焼け止め、化粧下地などで肌を整えた後に

お使いください。 

● ２層タイプなので、ボトルをよく振ってからお使いください。 

● 少量をとり、指またはブラシでカバーしたい白斑部分に薄く

のばします。 

● 肌へのフィット感が高く、乾きが速いので、手早くのばしてく

ださい。 

● お手持ちのファンデーションを重ねづけする場合は、本品が

乾いてから上にのせるようにして軽くたたくようになじませま

す。 

● 落とすときは、「パーフェクトカバー クレンジングオイル」を

使用することをおすすめします。 

● 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下地などとの併用をおすすめし

ます。 

  

メラニン色調を補い、白斑をカバーする 

部分用リキッドファンデーション。 

みずみずしくさらっとした使い心地で、 

自然な仕上がりが１日中持続します。 



 

 

 

商品名・容量・タイプ・価格 商品特長 

パーフェクトカバー 

ルースパウダー 

＜メイクアップパウダー＞ 

 

10g  

3,500円（税込 3,850円） 

 

 
 

1色（ルーセントベージュ） 

パフ付き  

 

 

- 肌荒れ防止パウダー（硫酸 Ba）配合 

- 皮脂吸着パウダー配合 

 

○ ベースメイクアップの最後に使用することで、化粧持ち効果

に優れ、透明感のある肌に仕上げます。 

 

○ 皮脂や汗に強く、衣服やマスクなどにつきにくく、つけたての

仕上がりが長時間*持続します。 

* 8時間化粧持ち（肌へのフィット感、透明感、なめらかさ、粉

浮き・肌荒れの目立ち・毛穴の目立ち・色くすみのなさ）デー

タ取得済み  

 

○ 肌の凹凸や毛穴を目立たなくし、テカリを防ぎます。 

 

○ 肌なじみのよいルーセントベージュ。 

 

○ 顔・身体にお使いいただけます。 

 

○ 「パーフェクトカバー ファンデーション ＭＣ」の上に重ねて

使用すると、さらに化粧崩れを防いで自然な仕上がりが 1

日中持続します。 

 

○ 無香料・パラベンフリー・アルコールフリー・鉱物油フリー・ノ

ンコメドジェニック・アレルギーテスト済み 

（全ての方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。） 

 

＜ご使用法＞ 

● パフを中網の上から軽く押すように適量を含ませ、ファンデ

ーションでカバーした部分から、軽く押さえるようにパフで塗

布します。 

● 顔全体に均一にすべらせるようになじませ、目、口のまわり

や、小鼻のわきなどの細かい部分はパフを折り、ていねい

になじませます。 

  

高いフィット感で化粧持ち効果に優れ、透明感のある肌に

仕上げるルースパウダー。 

なめらかな感触で薄いヴェールのように広がり、 

皮脂や汗、こすれによる化粧崩れを防ぎます。 



 

 

 

商品名・容量・タイプ・価格 商品特長 

パーフェクトカバー 

クレンジングオイル 

＜メイク落とし＞ 

 

180 mL  

2,300円（税込 2,530円） 

 
 

 

 

○ ウォータープルーフタイプのマスカラやアイライナーなども落

とせます。 

 

○ 顔・身体にお使いいただけます。 

 

○ 洗い流し専用。 

 

○ 無香料・パラベンフリー・アルコールフリー・鉱物油フリー・ノ

ンコメドジェニック・アレルギーテスト済み 

（全ての方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。） 

 

＜ご使用法＞ 

● 手のひらにディスペンサー3回押し分をとり、メイクとよくなじ

ませた後、水かぬるま湯で洗い流します。 

● 濡れた手でもお使いいただけます。 

● 「パーフェクトカバー ファンデーション ＭＣ」・「パーフェクト

カバー ファンデーション ＶＣ」を落とす際は、手や顔が乾

いた状態でのご使用をおすすめします。 

 

 

■資生堂 ライフクオリティー メイクアップサイト https://corp.shiseido.com/slqm/jp/ 

 

とろみのある濃厚オイルが落ちにくい 

ファンデーションなどに優しくなじみ、 

汚れを浮き上がらせて落とすオイル状メイク落とし。 

保湿成分配合で、すっきりとなめらかな肌に洗い上げます。 

https://corp.shiseido.com/slqm/jp/

