
 

 

※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。 

 

  

ひと折りごとに愛を込めて。ORIGAMI でときめく「SHISEIDO」ホリデーコレクション登場  
～2022 年 11 月 1 日（火）数量限定発売～ 

 

資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」より、2022 年 AW のホリデーコレクション

【全 7 品】を、2022 年 11 月 1 日(火）から、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」で数量限定発売*します（発売元：株式会社 資生堂インターナショナル）。 

*「SHISEIDO ビューティー アドベントカレンダー 2022」は伊勢丹新宿本店・阪急うめだ本店と三越伊勢丹化粧品オンラインストア  

meeco(ミーコ)・HANKYU BEAUTY ONLINE のみで発売します。 

 

※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)。 

 

商品名 分類 品種 容量 参考小売価格 

SHISEIDO ハイドレーティング セット 

【数量限定】 
－ 1 種 

50ｍL 

+30g 

12,500 円 

（税込 13,750 円） 

SHISEIDO ブライトニング セット 

【数量限定】 
－ 1 種 

50ｍL 

+30g 

13,500 円 

（税込 14,850 円） 

SHISEIDO リンクル スムージング セット 

【数量限定】 
－ 1 種 

50ｍL 

+30g 

14,000 円 

（税込 15,400 円） 

SHISEIDO UL ファーミング セット  

【数量限定】 
－ 1 種 

50ｍL 

+30g 

15,000 円 

（税込 16,500 円） 

SHISEIDO バイタルパーフェクション リンクルリフト 

ディープレチノホワイト 5 【数量限定】 

クリーム 

（部分用） 
1 種 20g 

13,400 円 

(税込 14,740 円) 

SHISEIDO アイラッシュカーラー リミテッドエディショ

ン 【数量限定】 
化粧用具 1 種 － 

1,000 円 

(税込 1,100 円) 

SHISEIDO ビューティー アドベントカレンダー 2022 

【店舗限定】 
－ 1 種 － 

20,000 円 

(税込 22,000 円) 

2022-8 

       株式会社資生堂 

資生堂ジャパン株式会社  

【商品一覧】 全 7 品 



 

 

ホリデーコレクションについて  

今回の「SHISEIDO」ホリデーコレクションは日本伝統の遊びである折り紙がモチーフです。“FOLDED 

WITH LOVE”をテーマに、折り紙アーティスト布施知子（ふせ ともこ）氏とコラボレーションしました。 

物に心を込めて包み渡す、折形礼法に由来すると言われる折り紙。室町時代から現代にまで続く日本

の礼法で、日本人は様々なものを心とともに包んできました。大切な人に思いをはせる季節、ひと折りごと

に愛を込めています。 

 

ホリデーコレクションテーマ「FOLDED WITH LOVE」 

 

FOLDED WITH LOVE 

美をめぐらせたい。私の手から。 

ひと折りごとに愛を込めて。ORIGAMI でときめくホリデーシーズン。 

 

 

コラボレーションクリエイター  

 今回コラボレートするアーティストは、グローバルに活躍する 

折り紙アーティスト布施知子（ふせ ともこ）氏です。 

彼女の作り出す幾何学的な造形は、日本のみならず海外でも芸

術作品として注目を集め、ユニット折り紙の巨匠と言われていま

す。日本語・英語・イタリア語などで翻訳書を含め 100 冊以上出

版。ミラノサローネ・デザインウィークでのコラボ展示をはじめ国内

外で精力的に活動する傍ら、山村での暮らしを綴ったエッセイも出

版するなど、自然を慈しみながら日本の古い伝統の生き生きと続く

今を伝えています。 

 

 

 

 

 

販売店舗  

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。 

また SHISEIDO メイクアップアイテムを 10,000 円（税抜）以上お買い上げの方

に、ホリデー限定スペシャルポーチを数量限定、先着順にて進呈します。 

 

なお、「SHISEIDO ビューティー アドベントカレンダー 2022」は伊勢丹新宿本

店・阪急うめだ本店と三越伊勢丹化粧品オンラインストア meeco(ミーコ)・

HANKYU BEAUTY ONLINE のみで発売します 

 

 

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。  

 

  

ホリデー限定スペシャルポーチ 

 

 



 

 

【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 

ハイドレーティング セット 

【数量限定】 

 

12,500 円（税込 13,750 円） 

 

【内容】 

・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＜美容液＞ 

50mL 

 

・SHISEIDO エッセンシャル

イネルジャ ハイドレーティン

グ クリーム＜クリーム＞ 

特製サイズ（30g） 

 

  

 
   

 

 

 

 

美しさをめぐらせ、紫外線による乾燥ダメージから守る美容液  

アルティミューンと、わきあがるようなつやとうるおいが際立つ肌へ 

導くモイスチャライザーのセット。今まで以上に美をめぐらせて、 

生命感あふれるつややかな肌へ導きます。 

 

●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 

 

○独自のイミューンジェネレーション RED テクノロジーTM搭載で、

保湿成分コラーゲンエレメント GL※1や美容成分が肌のすみず

みまで行き渡ります。 
※1 ヒドロキシプロリン、グリセリン 

○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。 

○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。） 

 

●SHISEIDO エッセンシャルイネルジャ ハイドレーティング クリ

ーム 

 

○肌の中に眠る可能性に着目し、資生堂が独自に開発した 

RED ヒアルロン酸 GL※2 を配合。 

美容成分がすばやくなじみながら角層深くまで浸透し、 

肌をフレッシュなうるおいで満たします。 

※2 保湿成分：赤い実がつくオタネニンジンの根から抽出したエキス、ヒアルロン

酸 Na、アセチルヒアルロン酸  Na、グリセリン 

○やわらかく、みずみずしい使用感で、素早く肌になじみます。 

○ナチュラル感のあるグリーンノートを付与した、みずみずしい 

「フローラル・シトラス」の香りです。 

〇乾燥小じわを目立たなくします。（効能評価試験済み） 

○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。） 

高まるうるおい。 

生命感あふれるつややかな肌へ導く体感キット 



 

 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

SHISEIDO 

ブライトニング セット 

【数量限定】 

 

13,500 円（税込 14,850 円） 

 

【内容】 

・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＜美容液＞ 

50mL 

 

・SHISEIDO ホワイトルーセント

ブライトニング ジェル クリー

ム（医薬部外品） 

＜薬用美白クリーム＞ 

特製サイズ（30g） 

 

  

 

   

 

 

美しさをめぐらせ、紫外線による乾燥ダメージから守る美容

液アルティミューンと、うるおいに満ちた、輝くような美透白肌
※3へ導くモイスチャライザーのセット。 

今まで以上に美をめぐらせて、生命感あふれるつややかな

肌へ導きます。 

※3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎ、うるおいにより透明感をま

とって内側から輝くような肌のことです。 

 

●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 

 

○独自のイミューンジェネレーション RED テクノロジーTM搭

載で、保湿成分コラーゲンエレメント GL※1や美容成分が

肌のすみずみまで行き渡ります。 

○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。 

○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。） 

 

●SHISEIDO ホワイトルーセントブライトニング ジェル クリ

ーム 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※4 を搭載。 

肌感度™にアプローチします。 

※4  乾燥を防ぎ、なめらかな肌に導く、明日葉  CGL コンプレックスβ（アシ

タバ葉／茎エキス、ナツメ果実エキス、カフェイン、グリセリン）配合テクノロジー  

○メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐとともに、 

みずみずしいうるおいに満ちあふれた肌が持続します。 

○乾燥による小ジワを目立たなくし※5、明るく無垢な印象の 

美透白肌※3 に導きます。 ※5 効能評価試験済み 

 
             

満ちる透明感。 

生命感あふれるつややかな肌へ導く体感キット 



 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

SHISEIDO 

リンクル スムージング セット 

【数量限定】 

 

14,000 円（税込 15,400 円） 

 

【内容】 

・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＜美容液＞ 

50mL 

 

・SHISEIDO ベネフィアンス リン

クル スムージングクリーム 

＜クリーム＞ 

特製サイズ（30g） 

 

  

 

   

 

 

 

美しさをめぐらせ、紫外線による乾燥ダメージから守る美容

液アルティミューンと、シルクのような感触でなめらかなハリ

肌へ導くモイスチャライザーのセット。今まで以上に美をめぐ

らせて、生命感あふれるつややかな肌へ導きます。 

 

●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 

 

○独自のイミューンジェネレーション RED テクノロジーTM搭

載で、保湿成分コラーゲンエレメント GL※1や美容成分が

肌のすみずみまで行き渡ります。 

○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。 

○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。） 

 

●SHISEIDO ベネフィアンス リンクル スムージングクリー

ム 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー＋※4 を搭載。 

肌感度™にアプローチします。 

○シルクのようになめらかな感触で、乾燥、ハリのなさなどの

エイジングサインをケア。 

○肌にうるおいを与え、乾燥による小ジワを目立たなくし※5、

うるおいに満ちたなめらかなハリ肌に導きます。 

 

  

充実のなめらかなハリ。 

生命感あふれるつややかな肌へ導く体感キット 



 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

SHISEIDO 

UL ファーミング セット 

【数量限定】 

 

15,000 円（税込 16,500 円） 

 

【内容】 

・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＜美容液＞ 

50mL 

 

・SHISEIDO バイタルパーフェク

ション  UL ファーミング クリ

ーム  エンリッチド（医薬部外

品）＜薬用美白クリーム＞ 

特製サイズ（30g） 

 

  

 

   

 

 

 

美しさをめぐらせ、紫外線による乾燥ダメージから守る美容

液アルティミューンと、豊かなうるおいで肌を満たすエイジン

グケアのためのモイスチャライザーのセット。今まで以上に美

をめぐらせて、生命感あふれるつややかな肌へ導きます。 

 

●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 

 

○独自のイミューンジェネレーション RED テクノロジーTM搭

載で、保湿成分コラーゲンエレメント GL※1や美容成分が

肌のすみずみまで行き渡ります。 

○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。 

○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。） 

 

●SHISEIDO バイタルパーフェクション UL ファーミング ク

リーム エンリッチド 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー++™※6 を搭載し、

心地よく肌感度にアプローチ。また、紅花  BLG コンプレッ

クス※7 を搭載し、明るく引き締まったハリ感へ導きます。 

※6 乾燥を防ぎ、なめらかな肌に導く、明日葉  CGL コンプレックスγ（アシタ

バ葉／茎エキス、ナツメ果実エキス、ラベンダー油、カフェイン、グリセリン）

配合テクノロジー 

※7 保湿成分（ベニバナエキス、ブルガリアローズウォーター、オドリコソウエ

キス、グリセリン） 

○美白有効成分 4MSK※8 を配合し、メラニンの生成を抑

え、シミ・そばかすを防ぎます。 

※8 4-メトキシサリチル酸カリウム塩  

○濃密でシルクのようにきめ細かなクリームが豊かなうるお

いで肌を満たし、乾燥による小ジワを目立たなくします※5。 

○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）。 

明るく引き締まったハリ。 

生命感あふれるつややかな肌へ導く体感キット 



 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

SHISEIDO 

バイタルパーフェクション  リンク

ルリフト ディープレチノホワイト５ 

（医薬部外品） 

＜クリーム（部分用）＞ 

【数量限定】 

 

13,400 円（税込 14,740 円） 

 

 

   

 

 

 

 

 

SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー++™※6 と薬用有効成

分純粋レチノール、2 種の美白有効成分を搭載した濃密なク

リームが限定デザインで登場。 

有効成分が肌に浸透し、目まわりや口もと首もとなど異なる

部位のシワを改善。同時にメラニンの発生源を狙い撃ちし、

シミ・そばかすを防ぎます。 

 

美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと 

 

薬用有効成分純粋レチノール配合 

ヒアルロン酸を生み出し、水分量を増やすことで柔軟な肌に

導き、シワを改善します。 

 

美白有効成分 4MSK※8、m-トラネキサム酸※9 配合 

メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

※9 トラネキサム酸  

 

○SHISEIDO 独自のレニュラテクノロジー++™※6 を搭載。 

○濃密なクリームが、肌をハリ感と明るさ、ツヤで満たしま

す。 

○高貴な春蘭やろう梅をイメージした、心が浮き立つような

華やかでエレガントなフローラルの香りです。 

○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）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ホリデーの華やかさをまとった 

薬用シワ改善＆美白効果のクリーム 



 

 

商品名・容量・価格 商品特長 

SHISEIDO アイラッシュカーラー 

リミテッド エディション 

【数量限定】 

1,000 円（税込 1,100 円） 

 

  

 

 

まつ毛全体の根元をしっかりとらえ、美しいカール効果を実

現する限定デザインのアイラッシュカーラー。「赤」と「金」の

パワーをそえて、目もとから顔全体を明るい印象へ。 

 

SHISEIDO ビューティー  

アドベントカレンダー 2022  

【店舗限定】 

・伊勢丹新宿本店 

・阪急うめだ本店 

・三越伊勢丹化粧品オンライン

ストア meeco(ミーコ) 

・HANKYU BEAUTY ONLINE 

のみで発売 

 

20,000 円（税込 22,000 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 個のボックスを 1 つ 1 つ開けるたび、カラフルなアイシャド

ウやリップ、スキンケアの特製サイズに出会えるワクワク感。 

クリスマスまでの日々を楽しくカウントダウンしていく

SHISEIDO オリジナルのアドベントカレンダーです。 

 

 

目もとから、気分も上がる限定アイラッシュカーラー 

 

 

 

 

SHISEIDO のメイク、スキンケアにときめく 

限定アドベントカレンダー 

 

 

 

■SHISEIDO オフィシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

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

