
 
 

 

スノービューティー、いよいよ 10周年へ。 

歴代の雪の結晶をデザインしたコンパクトとハンドクリーム登場 
～24 時間、肌に願いを。美白ケア＆透明感アップ※1  

 2023年 7月 21日（金）発売～ 
 

資生堂は、24 時間使える薬用美白※2 シリーズとして人気の「スノービューティー」から、「スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ」（医薬部外品）と、「スノービューティーブライトニング ハンドクリームＡ」

（医薬部外品）【全 3 品：参考小売価格 2,000 円（税込 2,200 円）～6,500 円（税込 7,150 円）】を 2023 年 7 

月 21 日（金）より、数量限定で発売します。 

※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） 

※1 メイクアップ効果による 

◆「スノービューティー ブライトニング スキンケアパウダーＡ」（医薬部外品）は、日中はメイクのしあげや化粧

直しに、夜は素肌ケアとして 24時間使える薬用美白※2スキンケアパウダーで、今回は美白※2有効成分に加

えて、抗肌あれ有効成分「グリチルレチン酸ステアリル」を新配合しました。 

◆「スノービューティー ブライトニング ハンドクリームＡ」（医薬部外品）は、うるおって雪のような透明感を放つ

手肌へ導く、薬用美白※2ハンドクリームです。 

◆2023年 3 月 21 日（火）より店頭および ECで、4月 1日（土）より資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」

で予約を開始します。 

※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

                                  スノービューティーについて 

雪の精と、世界中を旅するスノービューティー。2014 年より、都市に降る

雪の結晶をコンパクトに閉じ込めるというコンセプトで、世界中のアートや文

化をモチーフとしてきました。 その年いちばんの「美しい雪の結晶」や「宝物」

を各地から集め、コンパクトに閉じ込めています。その年にしか手に入らな

いコンパクトや、24 時間使える独自の商品価値などが支持されている薬用

美白※2シリーズです。 

 

【商品一覧】                                                            全 3品 

商品名 分類 容量 品種 参考小売価格 

スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ 

(医薬部外品)【数量限定】 

販売名 スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ 

フェイスパウダー 25ｇ 1種 
6,500円 

(税込 7,150円) 

スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ (レフィル) 

(医薬部外品)【数量限定】 

販売名 スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ （レフィル） 

フェイスパウダー 25ｇ 1種 
4,000円 

(税込 4,400円) 

スノービューティー 

ブライトニング ハンドクリームＡ 

(医薬部外品)【数量限定】 

販売名 スノービューティー 

ブライトニング ハンドクリームＡ 

ハンドケア 40ｇ 1種 
2,000円 

(税込 2,200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「マキアージュお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-456-226」でお受けしています。 
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スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ 

ブライトニング ハンドクリームＡ 



商品特長 

「スノービューティー」は、つけた瞬間、明るく透明感のある肌を演出しながら、メラニンの生成を抑え、シミ・そ

ばかすを防ぐ、美白ケア＆透明感アップ※1シリーズです。※1 メイクアップ効果による 

「スノービューティー ブライトニング スキンケアパウダーＡ」（医薬部外品）は、朝のメイクのしあげや日中の

化粧直しに、夜はスキンケアの最後の素肌ケアとして使用できる薬用美白※2 スキンケアパウダーです。粉っぽ

さがなく、ふんわりとした透明感とつやのある仕上がりを演出します。テカりや化粧崩れを防ぎ、サラサラとした

肌が持続します。肌トラブルを感じている生活者が多いことに着目し、今年はスキンケア機能が進化しました。

抗肌あれ有効成分「グリチルレチン酸ステアリル」を新配合し、肌あれ・ニキビを防ぎます。 

また、昨年まで予約特典として提供し好評のハンドクリームを発売します。スキンケアパウダー同様に、美白※2

有効成分と抗肌あれ有効成分を配合しており、うるおって雪のような透明感を放つ手肌へ導く薬用美白※2 ハンドク

リームです。※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

 

スノービューティーファンクラブ「Snow Dome」 

スノービューティーの世界の魅力がたっぷり。 

ここだけのコンテンツや、メンバーだけのお得な情報をお届けします。 

 

＜ご参考＞ 

2023年はスノービューティー誕生 10周年の記念の年で、「大人っぽさ＆ときめき感」を詰め込んだ限定デザ

インです。今年のテーマは、「雪の精たちのお祭り」。外箱の天面には、雪の精たちが暮らす世界と、10周年の

垂れ幕が描かれ、10周年の特別感を華やかに演出しています。外箱の側面には、今までに旅してきた各地で

雪の精たちが舞い踊る姿が描かれ、記念すべき時を祝う様子を表現しています。コンパクトとハンドクリームに

は、歴代コンパクトの 9種の雪の結晶のデザインを取り入れて、今まで愛用してくれていた方々が楽しめるよう

な工夫を凝らしています。コンパクトを開けると花火をイメージしたエンボスが現れ、ときめき感をさらに盛り上げ

ます。10周年を記念して、装画を多数手がけながら、様々な媒体で活動しているイラストレーターの坂本ヒメミさ

んがデザインを手がけました。(https://himemisakamoto.com） 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 

2014 2015 2016 2017 

世界中の 

7つの雪の結晶 

2023 

極夜に輝く 

雪の華 

大都会に舞う 

ダイヤモンドダスト 

夕光に包まれた 

ロマンチックな雪景色 

2022 

オーロラのドラマティックな 

雪化粧 

古都の幾何学的な 

街並みに降る雪 

舞い降りる 

初雪の喜び 

華やかなる宮廷の 

時代の雪 

降る雪 

繊細なレースで紡ぐ 

雪景色 

https://himemisakamoto.com/


【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・価格 商品特長 

スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダー 

（医薬部外品） フェイスパウダーA 

販売名 スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ 

1 種 25ｇ 

参考小売価格 6,500 円 

（税込 7,150 円） 

 

【数量限定品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スムースフィットパフ（コンパクト内蔵） 

＜おしろい用パフ＞ 

 

 

 

 

 

なめらかソフトパフ 

＜スキンケア用パフ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用アミュレットポーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 メイクアップ効果による 

※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

 

○抗肌あれ有効成分「グリチルレチン酸ステアリル」新配合で、肌あれや

ニキビを防ぎます。 

 

○美白有効成分「４ＭＳＫ」(4-メトキシサリチル酸カリウム塩)配合で、メラ

ニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

 

〇保湿成分「シアバター（シア脂）」を配合し、うるおいのベールで包み込

み、自然なつやと透明感のある肌へ導きます。 

 

○粉っぽさやくすみのない、つややかで透明感のある肌に仕上げます。 

 

〇スノーシャイニングパウダー配合 

毛穴や凸凹を補正し、つやと透明感のある肌を演出 

 

〇7つの光効果 7色パール配合 

肌の色・質感を補正し、くすみやにごりのない明るい肌を演出 

 

○保湿成分 「野ばらエキス、スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン

酸 Na）、濃グリセリン」配合 

 

○穏やかにやさしく香る、フローラルアロマの香り 

 

〇雪をイメージした 8種類の「雪の精のことば」デザインフィルムがついて

います。どれが出てくるかわからないランダムな仕掛けになっています。 

 

<使用法> 

 

おしろいとして使用する場合 

●化粧水や乳液、化粧下地で肌を整えた後、またはファンデーションのし

あげや化粧直しにお使いください。 

 

●紫外線防御効果のある化粧下地やファンデーションなどとの併用をお

すすめします。 

 

●「スムースフィットパフ」（薄いパフ）でパウダーを適量とり、顔全体に軽く

すべらせるようになじませます。 

 

●化粧直しに使用する際は、ティッシュペーパーなどで余分な皮脂をおさ

えた後にお使いください。 

 

 

～雪のような透明感を放つ肌へ～  

24 時間、肌に願いを。美白ケア＆透明感アップ※1  

薬用美白※2スキンケアパウダー 

 



 

■スノービューティー ブランドサイト  https://www.shiseido.co.jp/sb/ 

■スノービューティー公式 Instagram  https://www.instagram.com/snowbeauty_bys/ 

■スノービューティー公式 Twitter  https://twitter.com/snowbeauty_bys 

■スノービューティー公式 TikTok  https://www.tiktok.com/@snowbeauty_official 

スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダー 

（医薬部外品） フェイスパウダーA  

（レフィル） 

販売名 スノービューティー 

ブライトニング スキンケアパウダーＡ （レフィル） 

1 種 レフィル 25ｇ 

参考小売価格 4,000 円 

（税込 4,400 円） 

【数量限定品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レフィルにはアミュレットポーチおよびパフ 2 種

はついておりません。 

夜の素肌ケアとして使用する場合 

●化粧水や乳液、クリームなどを肌によくなじませた後に 

   お使いください。 

 

●「なめらかソフトパフ」（厚いパフ）でパウダーを適量とり、顔全体に軽く

のせるようにつけた後、やさしくすべらせるようになじませます。 

※朝の素肌ケアとして使用する場合は、紫外線防御効果のある乳液な

どとの併用をおすすめします。 

 

<専用アミュレットポーチの使い方> 

●ポーチにコンパクトをおさめ、内側の透明ポケットに、「なめらかソフト

パフ」を入れます。その際、パフに残ったパウダーをティッシュペーパーな

どで拭き取ってからおさめてください。 

スノービューティー 

ブライトニング ハンドクリーム A 

（医薬部外品）  

販売名 スノービューティー 

ブライトニング ハンドクリームＡ 

1 種 40ｇ 

参考小売価格 2,000 円 

（税込 2,200 円） 

 

【数量限定品】 

 

 

 

 

※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

○美白有効成分「４ＭＳＫ」(4-メトキシサリチル酸カリウム塩)配合で、メラ

ニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。 

 

○抗肌あれ有効成分「グリチルレチン酸ステアリル」配合で、肌あれを防

ぎます。 

 

○ハンドビューティー効果 

光拡散によるメイクアップ効果(ハンドビューティー効果)で、ワントーン

明るく、うるおいと透明感のある手肌に仕上げます。 

①スノーシャイニングパウダー配合 

毛穴や凸凹を補正し、つやと透明感のある手肌を演出 

②7つの光効果 7色パール配合 

肌の色・質感を補正し、くすみやにごりのない明るい手肌を演出 

 

〇保湿成分を含んだベールでコートするから、指先までうるおいが続く。  

 

○穏やかにやさしく香る、フローラルアロマの香り 

 

<使用法> 

●適量をとり、手の甲から指先に向かってなじませます。 

雪のような透明感を放つ肌へ導く、 

薬用美白※2ハンドクリーム 

https://www.shiseido.co.jp/sb/
https://www.instagram.com/snowbeauty_bys/
https://twitter.com/snowbeauty_bys
https://www.tiktok.com/@snowbeauty_official

