
 

    

 

 
 

 
SHISEIDO 最高峰シリーズの 

心地よく五感を満たすトータルスキンケアセット、数量限定発売。 
～2022 年 6 月 1 日（水）発売。 

ラグジュアリーなスキンケアステップで、肌本来の美しさを引き出す～ 

 

資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」の最高級プレミアムシリーズ「フュー

チャーソリューション LX」より、スキンケアセット「ビューティー ロンジェビティ コレクション」【全 1

品】を 2022 年 6 月 1 日（水）より数量限定発売します。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 120 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）。 
 

◆ 「フューチャーソリューション LX」は、皮膚科学研究と植物研究の融合により、自分史上最

高の肌へ導く SHISEIDO 最高級プレミアムシリーズ。 

◆ 日中の肌・夜の肌それぞれへの適切なケアによる総合的なアプローチで肌本来の美しさを

引き出すスキンケアステップ「ビューティーロンジェビティシステム」を体験できる限定キットを

発売。心地よく五感を満たしながら、力強いハリとつやに満ちた美しい肌を、毎日の基本ケ

アで育みます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名・セット内容 参考小売価格 

SHISEIDO フューチャーソリューション LX ビューティー ロンジェビティ コレ

クション【数量限定品】 
＜セット内容＞ 

・エクストラリッチクレンジングフォーム e ＜洗顔フォーム＞ 50g 

・コンセントレイティッドバランシングソフナーe （医薬部外品）＜保湿液＞ 75mL 

・トータルプロテクティブクリーム e SPF20・PA++++ ＜日中用クリーム＞ 15g 

・トータルＲクリーム e ＜クリーム＞ 15g 

・アイアンドリップコントアＲクリーム e ＜クリーム（目もと・口もと用）＞ 6g 

25,500 円 

（税込 28,050 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）。 
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11 株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社  
 

SHISEIDO フューチャーソリューション LX 
ビューティー ロンジェビティ コレクション 

※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。 

【商品一覧】 全 1 品 



フューチャーソリューション LX 商品特長  

「フューチャーソリューション LX」は、“未来へ向けて美しさを高めていく”「SHISEIDO」の最高級

プレミアムシリーズとして 2009 年に誕生し、スキンケア、ベースメイク、ボディケアを展開していま

す。2017 年に主要なスキンケア、ベースメイクアイテムをリニューアル。植物の生命力に関する研

究にインスパイアされた先進テクノロジーと日本ならではの豊かさを融合し、心地よく五感を満たし

ながら、ハリとつやを兼ね備えた生命感のある肌へ導く本格エイジングケア※1シリーズです。 

 

リニューアル 5 周年を迎える今年、日中の肌・夜の肌それぞれへの適切なケアによる総合的な

アプローチで肌本来の美しさを引き出すスキンケアステップ「ビューティーロンジェビティシステム」を

体験できる数量限定キットを発売します。肌にふれた瞬間、深いうるおいで包み込まれる心地よ

さ。リッチなテクスチャーと洗練された香りで心地よく五感を満たし、ハイクラスの満足感をもたらす

洗顔フォーム、保湿液、日中用クリーム、夜用クリーム、目もと・口もと用クリームを、贅沢に詰め

込んだスキンケアキットです。 

 

樹齢 350 年の木の花を再び咲かせるという「植物の生命力に関する研究」からインスパイアされた

テクノロジーから誕生した資生堂独自の美肌のキー成分「スキンジェネセル ENMEI（エンメイ）※2」

を、洗顔フォームを除く全アイテムに配合。なめらかなつやとふっくらとしたハリ感あふれる肌へ導

きます。自分の肌を最上級のもてなしで慈しみ、未来へ向けて美しさを高めていく豊かな時間をお

届けします。 

 

日本各地に根づく和の植物を配合し、いきいきとした美しさを生み出しつつ、

未来をも見据えたポジティブな状態を目指します。香りは、「はまなす」「桜」

「梅」をイメージした、日本へ誘う洗練された香りです。パッケージは、草木か

ら派生した日本の伝統色がベースのブラックブラウン、また、日本独特の繊

細で自然と調和する「青金」を、豊かさの象徴のゴールドとして使用。 

 
※1 年齢に応じたうるおいケアによるお手入れのこと 

※2 キメを整えてなめらかな肌にするとともに、肌あれがおきないようにする成分  (エンメイソウ(ヒキオコシ)エキス、ピペリジン

プロピオン酸、2-O-エチル-L-アスコルビン酸 ) 

 

 

 

資生堂独自の美肌のキー成分 スキンジェネセル ENMEI ※2 

肌の可能性を引き出す美肌のキー成分「スキンジェネセル ENMEI※2」の鍵

となる原料は、シソ科の植物「エンメイソウ」です。資生堂の皮膚科学研究と

植物研究の融合により、別名「ヒキオコシ」と言われているエンメイソウの力に

着目して開発しました。資生堂は、エンメイソウの親株を、荘厳な気配を感じ

させる和歌山県高野山エリアで採取。活力みなぎる親株から、研究員の管理

の下、苗を育成し、植え付け、収穫して、高品質なエキスを開発しています。 

 

 

  



「ビューティー ロンジェビティ システム」について 

フューチャーソリューション LX が提唱する、未来の美しさまでも見据えたスキンケアステップ「ビ

ューティーロンジェビティシステム」は、表情一つから美しさと喜びで満たされるような、はりとつや肌

をもたらすために、キー成分である「スキンジェネセル ENMEI」※2を効率良く肌に届け、アイテム一

つひとつが美肌の実現に向けて役割を担うことで、理想的なお手入れ効果を引き出すメソッドで

す。力強いハリとつやに満ちた肌へ導き、未来の肌までも美しく。過酷な肌環境にも揺らがない美

しさを、毎日の基本ケアで育みます。 

 
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。 

 

※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・価格 商品特長 

SHISEIDO フューチャ

ーソリューション LX 

ビューティー ロンジェ

ビティ  コレクション

【数量限定品】 

 

25,500 円 

（税込 28,050 円） 

SHISEIDO 最高峰シリーズの 

心地よく五感を満たすトータルスキンケアセット 

セット内容 

 

SHISEIDO フューチャ

ーソリューション LX 

エクストラリッチ 

クレンジングフォームｅ 

＜洗顔フォーム＞ 

50g 

 

 

 

 

 

 

○肌に必要なうるおいを残しながら、不要な汚れは取り除き、次に使う保

湿液のなじみのよい状態に整えます。 

○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。） 

 

＜ご使用方法＞ 

●手のひらに約 1cm とり、少量の水かぬるま湯を加えながらよく泡立て、 

顔のすみずみまでていねいに洗います。その後十分に洗い流します。 

【商品概要】 

 

触れた瞬間、心から解き放たれるような贅沢な泡で、 

慈しむようにやさしく肌を包み込み、 

清らかでなめらかな肌に洗い上げる洗顔料。 



 

SHISEIDO フューチャ

ーソリューション LX 

コンセントレイティッド 

バランシングソフナーｅ 

（医薬部外品） 

＜保湿液＞ 

75mL 

 

 

 

 

 

 

 

○キメの一つひとつまでていねいに整え、うるおいに満ちた、肌質そのも

のが美しいと感じるなめらかな肌に導きます。 

－資生堂独自成分スキンジェネセル ENMEI※2配合 

－美白有効成分 4MSK※3配合 

－TMG※4配合 
※2 キメを整えてなめらかな肌にするとともに、肌あれがおきないようにする成分 

 (エンメイソウ(ヒキオコシ)エキス、ピペリジンプロピオン酸、2-O-エチル-L-ア

スコルビン酸) 

※3 4-メトキシサリチル酸カリウム塩 

※4 キメを整えて肌のうるおいを保つ成分(トリメチルグリシン) 

＊美白とは、メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぎます。 

○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。） 
 

＜ご使用方法＞ 

●朝と夜、洗顔の後、コットンにディスペンサー2 回押し分をとり、指にはさ

み、顔のすみずみまでていねいになじませます。 

 
 

SHISEIDO フューチャ

ーソリューション LX 

トータル プロテクティ

ブ クリームｅ 

＜日中用 クリーム＞ 

SPF20・PA++++ 

15g 

 

 

 

 

 

 

○日中ならではの肌に着目し、外的環境にさらされても美肌を保つ、うる

おいに満ちた健やかな肌に導きます。 

－資生堂 独自成分スキンジェネセル ENMEI※2配合 
※2 キメを整えてなめらかな肌にするとともに、肌あれがおきないようにする成分 

 (エンメイソウ(ヒキオコシ)エキス、ピペリジンプロピオン酸、2-O-エチル-L-ア

スコルビン酸) 
 

○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。） 

 

＜ご使用方法＞ 

●朝のお手入れの最後に、添付のスパチュラで指先にパール粒 2 コ分を 

目安にとり、顔全体にていねいになじませます。 

 

美容液のような極上のとろみが、深くゆっくり溶け込んでゆく。 

匠の技により実現した珠玉の処方の贅沢なうるおいで肌を満たし、 

ふれて心地よいしなやかな肌感触と幸福感溢れる輝きと 

透明感のある明るさを肌にもたらす保湿液。 

自ら美しさを保とうとする肌を慈しみ、 

紫外線や乾燥などの日中のさまざまなダメージ要因から肌を守る、 

未来の肌のための多機能クリーム。 



 

SHISEIDO フューチャ

ーソリューションLX 

トータルＲクリームｅ 

＜クリーム＞ 

15g 

 

 

 

 

 

 

 

○豊かなうるおいとハリ、細やかなキメに満たされた優美な肌へと導きま

す。 

－資生堂 独自成分スキンジェネセル ENMEI※2高濃度※5配合 
※2 キメを整えてなめらかな肌にするとともに、肌あれがおきないようにする成分 

 (エンメイソウ(ヒキオコシ)エキス、ピペリジンプロピオン酸、2-O-エチル-L-ア

スコルビン酸) 

※5 フューチャーソリューション LX ライン内 

○夜ならではの働きに着目したケアで、肌の環境を整えるために、うるお

いで肌を満たします。 

〇やわらかくリッチなクリームがすばやく肌に溶け込み、しなやかなはりを

もたらし、美しさで満たされているかのような肌感触です。 

○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。） 

 

＜ご使用方法＞ 

●夜、保湿液または美容液の後 、添付のスパチュラで指先にパール粒

2 コ分を 

目安にとり、顔全体に なじませます。 

 

 

SHISEIDO フューチャ

ーソリューションLX 

アイアンドリップコント

アＲクリームｅ 

＜クリーム（目もと・口

もと用）＞ 

6g 

 

 

 

 

 

 

○なめらかなキメと豊かなハリ、明るさを引き出し、華やぎのあるしなやか

な表情をもたらします。 

－資生堂 独自成分スキンジェネセル ENMEI※2配合 
※2 キメを整えてなめらかな肌にするとともに、肌あれがおきないようにする成分 

 (エンメイソウ(ヒキオコシ)エキス、ピペリジンプロピオン酸、2-O-エチル-L-ア

スコルビン酸) 

○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。） 

 

＜ご使用方法＞ 

●朝は紫外線防御効果のある化粧品の前に、夜は顔全体のお手入れの

後に、添付のスパチュラで指先に小さなパール粒 1 コ分を目安にとり、

目のまわり、口のまわりになじませます。 

 

 

 ■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  

 

 

 

 

 

 

 

じっくりていねいに、 肌の美を紡ぐ大切な夜に。 

肌の環境をすこやかに整え、湧き立つような美しさを引き出す、 

未来の肌のためのクリーム。 

デリケートな目もと口もとの肌のために。 

今も未来も自信に満ちた肌へと導く部分用クリーム。 

https://brand.shiseido.co.jp/

