年齢をストレスにしない＊。
エリクシール シュペリエルリニューアル発売
ただ補うだけではない、
「エイジングケアシステム＊」で、強くやわらかなハリ肌へ導く
資生堂「エリクシール シュペリエル」
2010 年 9 月 21 日（火）発売
資生堂は、環境や年齢による肌不調や肌変化を実感する女性を対象としたエイジングスキン
ケア「エリクシール シュペリエル」を機能進化させ、2010 年 9 月 21 日（火）より、リニューアル発
売します。【全 22 品目 22 品種／ノープリントプライス】
独自成分「エイジングーX」※1 配合で、ハリのなさなどの原因から肌を防御し、さらに「ベースエ
フェクト成分」※2「コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ」※3 のダブル配合で、ハリ感を進化。ただ補
うだけではない、独自設計「エイジングケアシステム ＊」で、やわらかく、強く、弾み返す肌へと導
きます。
＊年齢に応じたお手入れができるブランドです。
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）
※2 アルギニン塩酸塩、酵母エキス、クララエキス、グリセリン（保湿）

※3 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）

【商品一覧】
商品名

分類

容量

資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングオイル N
資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングクリーム N
資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングジェル N
資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングローション N
資生堂 エリクシール シュペリエル
クレンジングフォーム Ⅰ・Ⅱ N
資生堂 エリクシール シュペリエル
クレンジングムース N
資生堂 エリクシール シュペリエル
リフトモイスト ローション Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
資生堂 エリクシール シュペリエル
リフトモイスト エマルジョン Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

メーク落とし

150mL

メーク落とし

140g

メーク落とし

140g
（J）35g
150mL

資生堂 エリクシール シュペリエル
リフトナイトクリーム
資生堂 エリクシール シュペリエル
プロテクトエッセンス UV
資生堂 エリクシール シュペリエル
モイストフィックスマスク
資生堂 エリクシール シュペリエル
フェースエフェクト マッサージ
資生堂 エリクシール シュペリエル
フレッシュアップ トーニング

クリーム

各 170mL
Ⅱ(J) 30mL
Ⅰ・Ⅱ 各 130mL
Ⅲ 45g
Ⅱ(J) 30mL
40g

日中用美容液

50mL

マスク

26mL×6 枚入

マッサージクリーム

93g

収れん化粧水

170mL

メーク落とし
洗顔料
洗顔料
化粧水
乳液

価格

各 145g
Ⅱ(J) 35g
140mL
ノープリント
プライス

資生堂「エリクシール」について
資生堂「エリクシール」は、1983 年にエイジングに着目したスキンケアとして誕生し、「女性の前
向きな生き方を応援する」することを目指し、時代背景を捉えた価値を提案し続けてきました。誕
生からこれまでの累計販売個数は、約 5 億個（1983 年～2010 年 7 月、エリクシールブランド全商
品※エリクシール シュペリエル、エリクシール ホワイト、エリクシール プリオール含む）になり
ました。資生堂「エリクシール」は、2006 年には、環境や年齢による不調や肌変化を実感する女
性に向けて、みずみずしいつやによって豊かなハリのある肌へ導く「エリクシール シュペリエル」
へと進化を遂げました。さらに、2008 年には、60 代以上をコアターゲットとした「エリクシール プリ
オール」が誕生し、2010 年 2 月には、肌本来の透明純度を引き出す「エリクシール ホワイト」が
誕生しました。
そして 2010 年 9 月、「エリクシール シュペリエル」は「お手入れをしているのに、肌が変わらな
くなってきた」という意識を捉えた機能型のエイジングスキンケアとして生まれ変わります。
資生堂「エリクシール」は、「エリクシール シュペリエル」「エリクシール ホワイト」「エリクシー
ル プリオール」の３ラインによって、あらゆる年代の女性たちが、自分の肌に自信をもち、前向き
に生きることを応援するブランドとして完成します。
「エリクシール シュペリエル」の独自設計 新・エイジングケアシステム＊
「エリクシール シュペリエル」は、年齢に左右されず、末永く美しくあるために、新システム「エイ
ジングケアシステム＊」を開発しました。「エイジングケアシステム＊」は、ただ「補う」だけではなく、
ハリのなさなどの原因から肌を「防御」するという新発想のスキンケアです。新配合成分「エイジ
ングーX」※1 によって、ハリのなさ、乾燥などの「原因」から肌を防御し、「ベースエフェクト成分」※
2「コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ」※3 のダブル配合によって、うるおって、強く弾み返すような
肌へ導きます。

プロモーション・販売展開
宣伝では、「エリクシール シュペリエル」が実現する“強く弾み返す肌”を体現し、またターゲット
層からの共感性の高い女優である「篠原涼子（しのはら りょうこ）」を起用し、「ハリマドンナ ワタ
シ人生、最高のハリ。」をキャッチコピーに、9 月下旬よりテレビ CM、雑誌広告、WEB 広告を展開
します。また WEB サイトでは、季節に合わせたお手入れ提案とサンプリングを実施し、お客さまの
お手入れ意欲を高めるコンテンツなどブランドへの共感を醸成するサイトを開設します。取扱い
は、ドラッグストア、量販店、および化粧品専門店などを中心に約 15,000 店で販売する予定で
す。

＜以下余白＞

【商品概要】
商品名・容量・使用法
資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングオイル N
＜メーク落とし＞ 150mL

※価格は、全品ノープリントプライスです。
商品特長
さらさらオイルがハードな汚れを溶かし出し、
肌をやわらかくほぐすメーク落とし
○きめや毛穴の奥に密着したメーク汚れを、溶かし出して
落とします。
－微細メークオフ処方
○肌表面（角層）のごわつきをほぐしながら、うるおいをし
っかり守ります。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※配合
※水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）

＜使用法＞
●手のひらにディスペンサー3 回押し分
をとり、ファンデーションや汚れとよくなじ

○ぬれた手でも使える洗い流すタイプです。洗い上がり
は、油っぽさがなく、すっきりとした感触です。

ませた後、水またはぬるま湯で十分に洗
い流します。

資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングクリーム N
＜メーク落とし＞ 140g

○心地よいアクアフローラルの香りです。
コクのあるクリームが汚れをしっかり包み込み、
肌をやわらかくほぐすメーク落とし

○きめや毛穴の奥に密着したメーク汚れを、包み込んで
落とします。
－微細メークオフ処方
○肌表面（角層）のごわつきをほぐしながら、うるおいをし
っかり守ります。
●指先にさくらんぼ 1 コ分を目安にとり、フ
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※配合
＜使用法＞

ァンデーションや汚れとよくなじませた後ふ

※水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）

きとります（洗い流すこともできます）。

○ふきとるタイプです。洗い流すこともできます。使用後
は、しっとりなめらかな感触です。
○心地よいアクアフローラルの香りです。

資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングジェル N
＜メーク落とし＞ 140g （J）35g

なめらかなジェルが汚れをからめ取り、
肌をやわらかくほぐすメーク落とし
○きめや毛穴の奥に密着したメーク汚れを、吸着してから
めとります。
－微細メークオフ処方
○肌表面（角層）のごわつきをほぐしながら、うるおいをし
っかり守ります。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※配合

＜使用法＞

※水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）

●手のひらに 10 円硬貨大を目安にとり、
ファンデーションや汚れとよくなじませた
後、水またはぬるま湯で十分に洗い流し

○ぬれた手でも使える洗い流すタイプです。洗い上がり
は、みずみずしくさっぱりとした感触です。

ます。

○心地よいアクアフローラルの香りです。
資生堂 エリクシール シュペリエル
メーククレンジングローション N
＜メーク落とし＞ 150mL

みずみずしいローションで汚れをサッとふきとり、
肌をやわらかくほぐすメーク落とし
○きめや毛穴の奥に密着したメーク汚れを、ふきとって簡
単に落とします。
－微細メークオフ処方
○肌表面（角層）のごわつきをほぐしながら、うるおいをし
っかり守ります。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※配合
※水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）

＜使用法＞

○コットンでふきとるタイプです。ふきとった後は、みずみ
ずしく、つっぱらない感触です。
り、指にはさみ、顔のすみずみまでていね
●コットンにディスペンサー3 回押し分をと
いにふきとります。
●お化粧直しの際にも使えます。

○心地よいアクアフローラルの香りです。

資生堂 エリクシール シュペリエル
クレンジングフォーム Ⅰ・Ⅱ N
＜洗顔料＞ 各 145g Ⅱ（J）35g
Ⅰ：さっぱり
Ⅱ：しっとり

弾力泡で肌をやわらかくほぐしながら、
きめをふっくらと洗い上げる洗顔フォーム
○弾力のある泡が素早くたち、肌をいたわりながらやさしく
洗います。
－弾力泡処方
○うるおいを守りながら洗い、洗い上がりの肌をやわらか
くします。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※配合
※水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）

○うるおいを守りながら、汚れを取り除くセンサー機能。
－選択的洗浄成分 配合
●手のひらに約 1cm をとり、少量の水か
＜使用法＞

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。

資生堂 エリクシール シュペリエル
クレンジングムース N
＜洗顔料＞ 140mL

○次に使う化粧品がなじみやすい状態に洗い上げます。
○心地よいアクアフローラルの香りです。

一押しでできる弾力泡で
肌をやわらかくほぐしながら、
きめをふっくらとなめらかに洗い上げる洗顔ムース
○きめ細やかな弾力泡がたっぷり出てくる泡立てポンプタ
イプです。
○弾力のある泡が素早くたち、肌をいたわりながらやさしく
洗います。
－弾力泡処方

○うるおいを守りながら洗い、洗い上がりの肌をやわらか
くします。
●使いはじめは中味が出るまで数回押し
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※配合
＜使用法＞
てください。

●手のひらにディスペンサー2 回押し分を
とり、顔のすみずみまでていねいに洗いま
す（ディスペンサーを手早く下まで押すと、

※水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）

○うるおいを守りながら、汚れを取り除くセンサー機能。
－選択的洗浄成分 配合

より弾力のある泡が出ます）。

○次に使う化粧品がなじみやすい状態に洗い上げます。
○心地よいアクアフローラルの香りです。

資生堂 エリクシール シュペリエル
リフトモイスト ローション Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
＜化粧水＞
各 170mL Ⅱ(J) 30mL
Ⅰ：さっぱりうるおう、みずみずしい感触

角層深部までうるおいで満たし、
強くやわらかなハリ肌へ導く化粧水
○ハリのなさなどの原因から肌を防御します。
－独自成分 エイジング－Ｘ※1 配合
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）

Ⅱ：しっとりうるおう、なめらかな感触
Ⅲ：とてもしっとりうるおう、コクのある感触

○ダブルの配合でハリ感進化。うるおって指を弾み返すよ
うな肌へ導きます。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※2 配合
－ベースエフェクト成分※3 配合
※2 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）
※3 アルギニン塩酸塩、酵母エキス、クララエキス、グリセリン（保
湿）

＜使用法＞
●洗顔の後、コットンに 500 円硬貨大より
やや大きめにたっぷりとり、指にはさみ、

○うるおい環境を整えて、きめがふっくらとした角層へと育
みます。
－ＣＥ成熟保湿成分配合
○スムース浸透処方採用です。

顔の丸みにフィットさせ、ていねいになじま
せます。

○心地よいアクアフローラルの香りです。

資生堂 エリクシール シュペリエル
角層深部までうるおいで満たし
リフトモイスト エマルジョン Ⅰ・Ⅱ・
強くやわらかなハリ肌を保つ乳液
Ⅲ ＜乳液＞
Ⅰ・Ⅱ 各 130mL Ⅲ45g
○ハリのなさなどの原因から肌を防御します。
Ⅱ(J) 30mL
－独自成分 エイジング－Ｘ※1 配合
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）
Ⅰ：さっぱりうるおう、みずみずしい感触
Ⅱ：しっとりうるおう、なめらかな感触
Ⅲ：とてもしっとりうるおう、コクのある感触

○ダブルの配合でハリ感進化。うるおって指を弾み返すよ
うな肌へ導きます。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※2 配合
－ベースエフェクト成分※3 配合
※2 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）
※3 アルギニン塩酸塩、酵母エキス、クララエキス、グリセリン（保
湿）

＜使用法＞
Ⅰ・Ⅱ

○角層の細胞間脂質を整え保湿し、なめらかな角層に導
きます。
－角層エモリエント成分配合
○スムース浸透処方採用です。

●化粧水の後、コットンに 10 円硬貨大より
やや大きめにたっぷりとり、指にはさみ、
顔の丸みにフィットさせ、ていねいになじま
せます。
Ⅲ
●化粧水の後、指先にパール粒 2 コ分を
目安にとり、ていねいになじませます。

○心地よいアクアフローラルの香りです。

資生堂 エリクシール シュペリエル
リフトナイトクリーム
＜クリーム＞ 40g

肌が生まれ変わる夜に着目。
生きいきとしたハリのある肌に出会えるクリーム
○ハリのなさなどの原因から肌を防御します。
－独自成分 エイジング－Ｘ※1 配合
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）

○ダブルの配合でハリ感進化。うるおって指を弾み返すよ
うな肌へ導きます。
＜使用法＞
※2 配合
－カプセルコラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ
●夜のお手入れの最後に、指先にパール
－ベースエフェクト成分ＥＸ※3 配合
粒 1 コ分を目安にとり、顔全体になじませ
ます。

※2 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、カンテン、グリセリン
（保湿）
※3 アルギニン塩酸塩、ヨクイニンエキス、ヨーロッパブナ芽エキ
ス、グルコシルヘスペリジン、クララエキス、グリセリン（保湿）

○α-リポ酸ＢＧ※4、コエンザイムＱ１０Ｇ※5、γリノレンＥ
Ｘ※6 配合
※4 チオクト酸、ＢＧ（保湿）
※5 ユビキノン、ＢＧ（保湿）
※6 バイオγリノレニン（モルティエレラ油）、グリセリン（保湿）

○まろやかな感触のクリームが、溶け込むようになじみ、
肌（角層）へじっくり浸透します。
○心地よいアクアフローラルの香りです。
資生堂 エリクシール シュペリエル
プロテクトエッセンス UV
＜日中用美容液＞ 50mL
SPF30・PA+++

乾燥・紫外線から肌を守り、
美容液効果で朝のしっとりを感キープする
日中用美容液
○ハリのなさなどの原因から肌を防御します。
－独自成分 エイジング－Ｘ※1 配合
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）

○うるおって指を弾み返すような肌へ導きます。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※2 配合
－ベースエフェクト成分※3 配合
＜使用法＞
●朝のお手入れの最後に、1 円硬貨大を

※2 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）
※3 アルギニン塩酸塩、酵母エキス、クララエキス、グリセリン（保
湿）

目安にとり、顔全体になじませます。
●レジャーや紫外線の強いシーンでご使
用の場合は、さらに同量を重ねづけしま
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。

○べたつきのない、みずみずしい感触です。
○なめらかな肌に整え、ファンデーションのつきやのりをア
ップさせます。
○心地よいアクアフローラルの香りです。

資生堂 エリクシール シュペリエル
モイストフィックスマスク
＜マスク＞ 26mL×6 枚入

美容成分を注ぎ込んだシートを
リフトアップするように肌に密着。
はがした直後、ピンとしたハリが実感できる
シート状集中ケアマスク
＜密着シート×ハリ実感美容液のダブル効果＞
○ハリのなさなどの原因から肌を防御します。
－独自成分 エイジング－Ｘ※1 配合
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）

○ダブルの配合でハリ感進化。うるおって指を弾み返すよ
うな肌へ導きます。
＜使用法＞
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※2 配合
●化粧水の後、マスクを顔全体にフィット
－ベースエフェクト成分※3 配合
させ、約 10 分後マスクをはがし、肌の上に
残った液をなじませてください。
●週 1～2 回を目安にお使いください。（毎
日でもお使いいただけます。）

※2 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）
※3 アルギニン塩酸塩、酵母エキス、クララエキス、グリセリン（保
湿）

○肌（角層）まで、すばやくうるおいをチャージして集中保
湿。指が吸い付くほどもっちりとした肌に導きます。
－ヒアルロン酸ＢＧ※4 配合
※4 ヒアルロン酸Ｎａ、ＢＧ（保湿）

○リフトアップするように肌にぴったり密着させる独自設計
マスクです。
○心地よいアクアフローラルの香りです。
資生堂 エリクシール シュペリエル
フェースエフェクト マッサージ
＜マッサージクリーム＞ 93g

マッサージによる血行促進効果で、
すっきりと引きしまった肌に整える
マッサージクリーム
○ハリのなさなどの原因から肌を防御します。
－独自成分 エイジング－Ｘ※1 配合
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）

○ダブルの配合でハリ感進化。うるおって指を弾み返すよ
うな肌へ導きます。
●化粧水の後、指先にさくらんぼ 1 コ分を
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※2 配合
目安にとり、マッサージします。その後、テ
－ベースエフェクト成分※3 配合
＜使用法＞

ィッシュペーパーでやさしくふきとります。

※2 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）
※3 アルギニン塩酸塩、酵母エキス、クララエキス、グリセリン（保
湿）

○すっきりとした印象へと導きます。
－フェースリフレッシュ成分※4 配合
※4 ジュウヤクエキス（保湿）

○とろけるような指すべりに変わって、心地よくマッサージ
できます。
－メルティータッチ処方
○心地よいアクアフローラルの香りです。

資生堂 エリクシール シュペリエル
フレッシュアップ トーニング
＜収れん化粧水＞
170mL

ゆるみがちな毛穴やきめをキュッとひきしめ、
うるおいとみずみずしさが続く収れん化粧水
○ハリのなさなどの原因から肌を防御します。
－独自成分 エイジング－Ｘ※1 配合
※1 カノコソウエキス、グリセリン（保湿）

○ダブルの配合でハリ感進化。うるおって指を弾み返すよ
うな肌へ導きます。
－コラーゲン＆エラスチンエキスＧＬ※2 配合
－ベースエフェクト成分※3 配合
※2 水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、グリセリン（保湿）
※3 アルギニン塩酸塩、酵母エキス、クララエキス、グリセリン（保
湿）
＜使用法＞

○さわやかな清涼感が持続し、肌をリフレッシュさせます。
－冷却ファーミングリキッド※4 配合
やや大きめにたっぷりとり、指にはさみ、
●乳液の後、コットンに 500 円硬貨大より

肌がひんやりするまで顔全体にパッティン
グします。

※4 メントール、エタノール、PEG/PPG－14/7 ジメチルエーテル

○べたつきや化粧くずれを防ぎます。
○心地よいアクアフローラルの香りです。

