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SHISEIDO より創業 150 周年を記念した限定品
2022 年 7 月 1 日（金）数量限定発売
～新たな未来をダイナミックに切り開いていく、「いのちの躍動感」を表現 ～
2022 年に 150 周年を迎えた資生堂は、世界 88 の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」か
ら、過去、現在、そして未来を表現した限定商品【全 3 品】を 2022 年 7 月 1 日（金）より世界各国
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）。
＊6 月 1 日 より伊 勢 丹 新 宿 店 、meeco、阪 急 うめだ本 店 、HANKYU BEAUTY ONLINE にて先 行 発 売 予 定
＊資 生 堂 オイデルミン 150 周 年 アニバーサリーエディションは数 量 限 定 での再 発 売 となります

◆SHISEIDO は、「Heritage（過去）」「Living Innovation（現在）」「Future（未来）」で構成した 150 周
年限定商品 3 品を発売します。
◆大正時代に当時の意匠部に所属していた矢部季が作成した、包装紙の唐草をモチーフとしたデ
ザインを 3D ソフトで立体化し、様々なアングルで撮影して容器やケースにあしらいました。
◆過去の資産を活かしつつ、150 年の歴史を背負いながらも新たな未来をダイナミックに切り開い
ていく、「いのちの躍動感」を表現しています。

【商品一覧】

全3品
商品名

分類

容量

参考小売価格

化粧液

100mＬ

8,000 円
（税込 8,800 円）

パワライジング コンセントレート Ⅲ
150 周年アニバーサリーエディション【数量限定品】
SHISEIDO アルティミューン™

美容液

75mL

16,000 円
（税込 17,600 円）

パワライジング フューチャーショット
150 周年アニバーサリーエディション【数量限定品】

美容液

15mL

8,000 円
（税込 8,800 円）

資生堂オイデルミン
150 周年アニバーサリーエディション【数量限定品】
SHISEIDO アルティミューン™

※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「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。

発売の背景
資生堂は、2022 年に創業 150 周年を迎えました。年間を通じて、各ブランドから 150 周年の感
謝を込めた限定品や新たな価値を提供するイノベーティブな商品を発売しています。「SHISEIDO」
からは、社名を冠するただひとつの化粧品ブランドとして、その歴史の象徴でもある「オイデルミン」
と、「SHISEIDO」を象徴する美容液「アルティミューン™ パワライジング コンセントレート Ⅲ」、そし
て “The Lifeblood ™” ※1 の考えのもと、イミューンジェネレーション RED テクノロジー™をさらに進化
させたイミューンジェネレーション 150 テクノロジー™を搭載した集中美容液「アルティミューン™ パ
ワライジング フューチャーショット」の、3 つの限定商品を発売します。
※1 The Lifeblood™は、SHISEIDO が新 たに提 案 するビューティーコンセプトです。一 人 ひとりの美 しさが解 放 され、絶 え間 なく更 新 され続 けるこ
とを目 指 します。

輝く未来を表現するプリズムカラー
今回の限定品は、ブランドカラーの赤に、世界中の人々のいのちとその美しさを彩るプリズムカ
ラーが加わることで、「Heritage（過去）」から「Living Innovation（現在）」、「Future（未来）」へと進化
していきます。
150 周年ならではの輝くプリズムカラーは、今までもこれからも、世界中の多様な個人の美、そ
れぞれの人生の場面に寄り添ってエンパワーしていくというブランドの姿勢を表現しています。また
オイデルミン、アルティミューン パワライジング コンセントレート Ⅲ、アルティミューン パワライジ
ング フューチャーショットと未来になるにつれて、プリズムカラーの分量が増していくようにデザイン
しています。
いのちの躍動感を表現した唐草デザイン
「資生堂唐草」は 1920 年から資生堂の商品や宣伝広告にデザインされてきました。唐草は植物
の生命力としなやかに無限に拡がる可能性を表し、時代やデザイナーによってスタイルを変えなが
ら、資生堂を象徴するデザインとして取り入れています。
今回は歌舞伎の隈取にヒントを得て、いのちのエネルギーである “The Lifeblood™”

※1

のメカニ

ズムを追求し、資生堂オリジナルの“唐草模様”と組み合わせたデザインを 3D ソフトで立体化し、
様々なアングルで撮影することで「Heritage（過去）」、「Living Innovation（現在）」、「Future（未来）」
をつなぐ、ダイナミックないのち躍動感を表現しました。
美しい未来のためのサステナブル対応
サステナブルで美 しい未 来へのパッケージ対 応 として、日 本 における「Mottainai」の精 神 と、資
生堂の「万物資生」の哲 学に基づいた、お客さまと地球環境のサステナブルで美しい未来を目 指
すパッケージを開発しました。
リサイクル可能なガラスボトル ※2 、外箱には FSC 認証 ※3 紙を採用し、サステナブルで美しい未来
のためにも対応した 150 周年ならではの特別なパッケージとなっています。
※2 資 生 堂 オイデルミン 150 周 年 アニバーサリーエディション、SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング コンセントレート Ⅲ 150 周 年 ア
ニバーサリーエディション
※3 森 林 管 理 協 議 会 （Forest Stewardship Council）によって「適 切 な森 林 管 理 」に基 づく森 林 資 源 を使 用 した紙 やパルプなどに与 えられる認 証

資生堂オイデルミン
「オイデルミン」は、資生堂が初めて化粧品事業に着手した 1897 年に発売されました。当時最
先端 であった西 洋 薬学 技 術を応用 し処 方されたオイデルミンは、「高 等化 粧 水」として販 売され、
“資 生堂 の赤 い水 ”として人気 を博しました。その後、長 きにわたりその時 々のニーズに合わせて
処方改良を繰り返し、オイデルミン誕生から 100 年を迎えた 1997 年に現行の「オイデルミン グロ
ーバル」が発売されています。
SHISEIDO アルティミューン
SHISEIDO アルティミューンは、世界で 224 のビューティーアワード ※4 を受賞している SHISEIDO
のベストセラー美容液です。素肌への意識が高まるなかで “The Lifeblood ™” ※1 の考えをもとに
2021 年夏にリニューアルしました。
独自のイミューンジェネレーション RED テクノロジー™を搭載し、肌の明るさ・ハリ・なめらかさが備わ
った、生命感あふれるつややかな肌へ導くとともに、今だけでなく未来の美しさまで守り抜きます。
※4 ※2014 年に発 売の初代 商 品からの全世 界における累 計受 賞数（2021 年 12 月時 点）

アルティミューン パワライジングフューチャーショット
「アルティミューン™ パワライジングフューチャーショット」は、“The Lifeblood ™” ※1 の考えのもと、
イミューンジェネレーション RED テクノロジー™をさらに進化させたイミューンジェネレーション 150 テ
クノロジー™を搭載した集中美容液です。自然由来の成分を配合したこれまでにない軽さを持ち合
わせたテクスチャーは、すばやく肌になじみ、そして一人ひとりの「美のめぐり」を整え、その人の美
しさの可能性をさらに広げます。
ブランド SHISEIDO 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。先進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
美しさを実現します。

【商品概要】

※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）。

商品名・容量・価格

商品特長

資生堂オイデルミン

「すこやかな肌」をサポートする高機能化粧液

150 周年

資生堂創業 150 周年を記念した限定デザイン

アニバーサリーエディション
【数量限定品】

○1897 年に日本で生まれた化粧液。1997 年に現在の処方に生
まれかわりました。

＜化粧液＞
100mL
8,000 円（税込 8,800 円）

○保水性が高くべたつきの少ない保湿成分を配合。やさしく、ま
ろやかな感 触 で肌 になじみ、肌 のうるおいを理 想 的 に保 ちま
す。
○すっきりと穏 やかに香 るピヴォワン(西 洋 シャクヤク)の香 りで
す。
○年 齢 に関 わりなく、世 界 中 のすべての肌 タイプの方 にお使 い
いただけます。
○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み
（全てのかた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。）
使用法
●洗顔の後、コットンに 500 円硬貨大やや多めの量を含ませ、
顔全体から首までふくようにしてなじませます。
●季節や肌の状態によっては適量をとり、重ねづけしながらなじ
ませます。

【商品概要】

※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）。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO

脈打つたびに美がめぐり、強さになる。

アルティミューン™

資生堂創業 150 周年を記念した限定デザインの

パワライジング
コンセントレート Ⅲ

アルティミューン美容液

150 周年

。
○独自のイミューンジェネレーション RED テクノロジー™搭載で、保

アニバーサリーエディション

湿成分コラーゲンエレメント GL※5 や美容成分が肌のすみずみま

【数量限定品】

で行き渡ります。
※5 ヒドロキシプロリン、グリセリン

＜美容液＞
75mL

○コクがあるのにみずみずしく、素早く肌になじむ使用感です。

16,000 円（税込 17,600 円）
○くつろいだ気分を誘い、フレッシュでエネルギーに満ちた感覚を
イメージしたグリーンフローラルの香りです。
○パラベン（防腐剤）無添加
○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み
（全てのかた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。）
使用法
●毎日の朝、夜のお手入れに、化粧水で肌を整えてから、乳液
またはクリームの前にお使いください。
●他の美容液と併用される場合は、アルティミューン TM パワラ
イジング コンセントレート Ⅲを先にお使いください。
●ディスペンサー2 回押し分を手にとり、顔全体にていねいに均
一になじませます。

【商品概要】

※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）。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO アルティミューン™

全ての肌、ライフスタイルに。

パワライジング

未来の過酷な環境を見据えて。

フューチャーショット

資生堂創業 150 周年を記念した限定の

150 周年

リッチで濃密な集中美容液。

アニバーサリーエディション
【数量限定品】

○驚くほど軽く、心地よく肌に広がるリッチで濃密な集中美容液 で
＜美容液＞

す。

15mL
8,000 円（税込 8,800 円）

○未来においても、世界中の多様な個人の美、それぞれの人生
の場面に寄り添ってエンパワーしていくというブランドの姿勢
を、150 周年ならではの輝くプリズムカラ―で表現しました。
○サステナビリティに配慮した明るく前向きな香りです。
○パラベン（防腐剤）無添加
○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み
（全てのかた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。）
使用法
●肌に活力を与えたい時、週 2 回を目安にお使いください。
●アルティミューン™パワライジング コンセントレート Ⅲをお使い
の方は、置き換えてお使いください。
●化粧水で肌を整えてから、乳液またはクリームの前にお使いく
ださい。
●人差し指で容器の底を押してワンプッシュを手にとり、顔全体
にていねいに均一になじませます。

SHISEIDO 150TH アニバーサリー リミテッド メイクアップ キット 5 月 1 日（日）日本限定発売中
2022 年 5 月 1 日(日）より、SHISEIDO の 150 周年限定コレクションを、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 340 店と資生堂の総合美容
サイト「ワタシプラス」にて日本地域のみ数量限定で発売しています。
【商品概要】

※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）。

商品名・容量・価格
SHISEIDO 150TH

商品特長
人気のメイクアイテムとアルティミューンをセットにした

ア ニバ ーサ リー リミ テ ッド
メイクアップ キット

SHISEIDO150 周年限定コレクション。
太陽のパワーをもらえるようなビビッドなオレンジカラーを

5,000 円（税込 5,500 円）

大胆にまとった華やかな目もとへ。

【内容】

○SHISEIDO のベストセラーアイテムを詰め込んだ、数量限定コレ

・ポップ パウダージェル

クションです。

アイシャドウ
06 Vivivi Orange

【内容】

〈アイシャドウ〉 2.2g

ポップ パウダージェル アイシャドウ
シルクのようになめらかな質感のポップなアイシャドウ。

・カジャルインクアーティスト

ビビットなオレンジのアイカラーで大胆な目もとを演出します

04 Azuki Red
〈アイシャドウ・アイライナー・ア

カジャルインクアーティスト

イブロウ〉 0.8g

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。

・モダンマット

これ１本で目元を自由自在にカスタマイズできるマルチペンシル。

パウダーリップスティック
526 Kitten Heel

モダンマット パウダーリップスティック

〈口紅〉 特製サイズ 2.5g

ツヤをおさえた、マットなカラーが鮮やかに発色。リッチに色づく
のに、何もつけていないかのように軽いつけ心地です。

・アルティミューン™

クリーミーなテクスチャーが、唇の上でとろけて均一に密着し、

パワライジング

美しい仕上がりが長時間持続。軽やかなピンクのリップで

コンセントレートⅢ

ヘルシーさを演出します。

〈美容液〉特製サイズ 10mL

アルティミューン™ パワライジング コンセントレートⅢ
「美のめぐり」を整え、生命感あふれるつややかな肌へ導く美容液。
○ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み
（全てのかた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。）

■SHISEIDO オフィシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/
■SHISEIDO150 周年スぺシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/150th-anniversary-special.html
■SHISEIDO JAPAN 公式 Instagram https://www.instagram.com/shiseido_japan/

