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皮膚疾患や瘢痕、がん治療の副作用などによる外見の変化は、

患者さまのＱＯＬに大きな影響を及ぼし、社会的な障害となる場合があります。

資生堂では、このような肌に深いお悩みをお持ちの方々へのカバーメイクを

「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」と称し、

全国のカウンセリング店舗や

東京・銀座の専門施設（資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター）で

アドバイスを行っております。

カバーメイクは根本的な治療ではありませんが、患者さまのQOLを向上させ、

日常生活を助けるためのひとつの選択肢となります。

ご興味を持たれた患者さまに、ぜひご紹介ください。

資生堂 ライフクオリティー メイクアップ

対応する肌悩み

パーフェクトカバー シリーズ

　パーフェクトカバー ファンデーション MC

　パーフェクトカバー ルースパウダー

　パーフェクトカバー ファンデーション VC

　パーフェクトカバー クレンジングオイル

モニターテスト

パーフェクトカバー シリーズ商品評価

使用者の声
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肌の深い悩みに対応するファンデーションの開発
資生堂は創業以来、一人ひとりの美の実現をお手伝いするだけでなく、心まで豊かになっていただくことを目指
して、化粧品の研究を続けてきました。
活動の始まりは1956年。当時日本では、戦禍によってやけどを負った方々が多くいました。心の苦しみを少しで
も和らげたいと考え、「資生堂スポッツカバー」を発売。2022年にはあらゆる肌の色変化や凹凸を手軽にカバー
できる「パーフェクトカバー ファンデーション MC／VC」を発売。
半世紀以上にわたり「カバーメイクによるQOL（クオリティー・オブ・ライフ＝生活の質）の向上」に取り組んで
います。

さまざまな外見の変化に対応する美容技術
資生堂 ライフクオリティー メイクアップは、「肌の色補正」、「凹凸補正」、「バランス補正」といった美容技術に
よって、患者さまのさまざまな外見の変化に対応しています。
これらの補正技術は深いお悩みだけでなく、濃いシミ、くま、くすみなどの一般的なお悩みや、口唇、眉などの
部分補正など、幅広いお悩みに適用できます。

資生堂スポッツカバー パーフェクトカバー シリーズ

熱傷後の瘢痕、ひきつれ、
植皮痕、がん治療による
さまざまな外見の変化口唇口蓋裂＊、ニキビ跡、

外傷や手術による瘢痕など

凹凸

白斑、血管腫、太田母斑、
肝斑、濃いシミ、タトゥー、
色素沈着、くすみなど

顔面神経麻痺や
ひきつれなどによる

顔面部位の左右非対称、
眉やまつ毛の脱毛など

バランス

色

＊ 口唇などの粘膜部位は除く
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ライフクオリティー メイクアップの対応例

白斑

熱傷による赤み、ひきつれ、
眉・髭欠損、唇輪郭変化＊

赤み

青み

茶色み

がん治療による肌の色変化、眉脱毛

線状の手術跡

凹凸

色＋バランス＋凹凸

色

色+バランス

写真の無断転載を禁じます 写真の無断転載を禁じます

＊ 口唇などの粘膜部位は除く
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パーフェクトカバー シリーズのご案内 さまざまなお悩みに対応するパーフェクトカバー ファンデーション

疾患・症状

太田母斑

対応商品

青み

血管腫赤み

周囲の肌との色差が僅少

白斑

がん治療による色素沈着、くすみ、
肝斑、扁平母斑、カフェオレ斑、
濃いシミ

周囲の肌との色差が顕著

茶色み パーフェクトカバー
ファンデーション MC

7色

パーフェクトカバー ファンデーション VC
1色

無香料、紫外線吸収剤無配合、パラベン無配合
顔・身体に使用
ノンコメドジェニック（全ての方にニキビができないというわけではありません）
アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

●
●
●
●

色

疾患・症状

外傷や熱傷、手術による瘢痕、
口唇口蓋裂*、ニキビ跡

対応商品

凹凸

パーフェクトカバー ファンデーション MC
7色

＊ 口唇などの粘膜部位は除く

全品共通
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青み 赤み 茶色み 濃い茶色み 白み 肌

自然光

色の効果でカバー補色の透過光でカバー
   

パール剤の透過光で、肌の色悩みをカバーする

マルチ光フィルターパウダー
色材のカラーカバー効果で、肌の色悩みを隠す

マルチカラーパウダー

肌マルチ光フィルターパウダーN

ワックス オイル
乳化剤

肌

一部
水が蒸発

皮膜剤

肌

塗布中 塗布後

くずれにくい

重ねづけしやすい

なめらかに広がる 肌にピタッと
フィットする

肌 肌

一度塗り 重ね塗り

イメージ図

イメージ図

イメージ図

さらに

パーフェクトカバー ファンデーション MC

マルチ光フィルターパウダーＮ

全7色 20g 3,850円（税抜 3,500円）

独自の光による色補正効果により、肌の色変化（白斑、青み、赤み、茶色みや、濃いシミ、がん治療の副作用に
よる色素沈着や強いくすみ、くまなど）、肌の凹凸（ニキビ跡、傷跡、やけど跡など）を自然にカバーします。
汗・水に強いウォータープルーフ効果で、衣服やタオル・マスクなどにつきにくく、仕上がりが長時間続きます。＊

成　分：
酸化チタン,水,ジメチコン,トリメチルシロキシケイ酸,ＢＧ,ＰＥＧ‒１０ジメチコン,ポリエチレン,イソステアリン酸グリセリル,ジイソステアリン酸ポリグリセリル‒２,グリセリン,ジフェニ
ルシロキシフェニルトリメチコン,塩化Ｎａ,水添ポリイソブテン,アセチルヒアルロン酸Ｎａ,パラフィン,水酸化Ａｌ,テトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン,マイクロクリスタリ
ンワックス,テトラデセン,アルミナ,ハイドロゲンジメチコン,ジステアリルジモニウムクロリド,パルミチン酸,イソプロパノール,トコフェロール,ＢＨＴ,クロルフェネシン,マイカ,酸化鉄

青み、赤み、茶色み、それぞれの補色の光を透過させる3種のパール剤
（マルチ光フィルターパウダー）を配合。透過光が変色部位に当たること
で、厚く塗り重ねなくても自然にカバーできる。

ウォータータッチスムースフィット処方

●

カバー効果のある色材のパウダー（マルチカラーパウダー）を配合。●

多くの水を抱え込む乳化剤を配合。なめらかな使い心地で肌にフィットし、
密着がよくなる。

●

肌を乾燥から守る保湿成分（アセチル化ヒアルロン酸・グリセリン）配合。●

被膜剤配合により水をはじき、衣服やマスクにつきにくい。●

深い凹凸部位にも重ね塗りしやすい。●

酸化チタンに超微粒子の酸化鉄を被覆
した薄膜素材で膜厚をかえることにより、
透過光の波長をコントロールすること
ができるパウダー。補色の関係にある光
を混ぜると白色光になるという光の混
色理論を応用。肌に塗布したファンデー
ションを透過する光の色をコントロール
することで、あざなどの色をカバーし、
自然な仕上がりを実現します。

＊マルチ光フィルターパウダー

３種類のパール剤（マルチ光フィルターパウダー＊）にマルチカラーパウダーを配合したマルチ光フィルターパウダーＮを配合。
あらゆる肌の色をカバーしながら、自然な仕上がりを実現します。それぞれのパール剤は変色部位と補色の関係にある光だけを
選択的に透過させ、赤み、青み、茶色み、濃い茶色みを目立たなくさせます。マルチカラーパウダーには色材により白み（健常
部位とのコントラストが弱い）が目立たなくなる効果があります。

水分をたっぷり含むなめらかな使い心地でカバーしたい部分にフィットし、衣服やマスクにつきにくい処方です。

凹凸にも重ね塗りできます。

マルチ光フィルターパウダーＮ

ウォータータッチスムースフィット処方

＊ 12時間化粧持ち（肌へのフィット感、均一な肌のトーン、傷跡のカバー、自然な仕上がり）データ取得済み

特　長

〈部分用ファンデーション〉

あらゆる色や凹凸の悩みをカバーする 固形クリームファンデーション

●SPF30・PA＋＋＋
●ウォータープルーフタイプ
●無香料
●ノンコメドジェニック（全ての方にニキビができないというわけではありません）
●アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

オークル00 オークル10

ピンクオークル
20C※

ピンクオークル
30C※

オークル20 オークル30 オークル40

※Cはコントロール（control）の略。治療などによる肌の強いくすみに対応したコントロールカラー。

水
多くの水で
塗布中の
肌なじみ、
塗布後の
密着感を
よくする。

乳化剤
多くの水を抱え込む性質があり
クリーム状になりやすい。
※密着感を高める。

ワックス
粉末（色剤など）を
肌に固定させる。

皮膜剤・
オイルなど

粉末

イメージ図

皮膜剤の効果で水をはじき、衣服
やマスクにつきにくい。

乳化剤と水により、肌なじみがよくな
めらかに広がる。（既存技術）
指取れがよくフィット感を高めるオイ
ルに進化。

水が蒸発しワックスとパウダーが
肌に密着。
↓
くずれにくくし、凹凸を目立ちにくく
する。

ファンデーション MC
仕上がりイメージ
重ね塗り

〈凹凸の深い肌〉

のばしやすく、密着感のあるファン
デーションなので、重ね塗りも、
きれいに仕上がる。

なめらかなテクスチャーなので、
凹凸の深い部分にも、しっかり
フィットする。

98



透明フィットパウダー
大きく薄く平べったい板状粉末
・接地面が広く肌への密着性が高いため
衣服などにつきにくい
・透明感が高い

皮脂吸着パウダー
皮脂を吸収したり、毛穴や凹凸を補正する
球状粉末
・多孔質の穴が皮脂を吸収し化粧持ちをよくする
・凹凸を埋め、光拡散効果で目立たなくする

肌

皮脂 毛穴 凹凸（傷跡など）

肌

皮脂吸着パウダー

粉末

透明フィットパウダー

皮脂被膜剤 ワックス

イメージ図

イメージ図

ルースパウダー

透明フィットパウダー

10g 3,850円（税抜 3,500円）

高いフィット感で化粧持ち効果に優れ、透明感のある肌に仕上げるパウダーです。なめらかな感触で薄い
ヴェールのように広がり、皮脂や汗、こすれによる化粧崩れを防ぎます。
皮脂や汗に強く、衣服やマスクなどにつきにくく、つけたての仕上がりが長時間続きます。＊

成　分：
シリカ,ホウケイ酸（Ｃａ／Ａｌ）,ラウロイルリシン,ジステアリルジモニウムクロリド,クロルフェ
ネシン,合成金雲母,マイカ,硫酸Ｂａ,酸化鉄

大きく薄く平らな板状粉末を配合。接地面が広く肌への密着性が高いため衣服
やマスクなどにつきにくい。

皮脂吸着パウダー

●

多孔質の穴がある球状粉末を配合。皮脂を吸収して化粧持ちをよくし、凹みを
埋めて光を拡散させ凹凸を目立たなくする。

●

肌荒れ防止パウダー（硫酸Ba）配合。●

＊ 8時間化粧持ち（肌へのフィット感、透明感、なめらかさ、粉浮き・肌荒れの目立ち・毛穴の目立ち・色くすみのなさ）データ取得済み

＊ 資生堂調べ。12時間化粧持ちデータ取得済み。効果には個人差があります。

特　長

〈メイクアップパウダー〉

高いフィット感で化粧持ちをよくする 仕上げ用パウダー

●ノンコメドジェニック（全ての方にニキビができないというわけではありません）
●アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
●無香料

２種類のパウダーをバランスよく配合。化粧持ちをよくして衣服にもつきにくく、凹凸をカバーしながら透明感のある仕上がりになり
ます。

ファンデーション MCの上にルースパウダーを重ねて使用すると、テカりを押さえた自然な仕上がりが一日中持続します。＊

透明フィットパウダー／皮脂吸着パウダー

ファンデーション MCとルースパウダーの併用

薄くて大きく平べったい粉末なので
透明性が高い

透明フィットパウダー

ファンデーション MC＋ルースパウダー
仕上がりイメージ

透明フィットパウダーが自然なツヤを与え、皮脂吸着パウダーが経時で出てきた
皮脂を吸って、テカりを抑える。
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真皮濃い

重ねづけで濃いめの色を演出

薄塗りで明るめの色を演出

メラニンのない
白斑肌

白斑

表皮

角層

メイク&汚れ 肌 肌

水

肌 肌

〈洗浄成分〉

保湿成分
（洗浄成分の中に
保湿成分がある）

洗浄成分を凝縮したとろみのあるオイルが、
肌上の落ちにくいファンデーションやウォー
タープルーフマスカラなどのメイク＆汚れを
クッションのように優しく包み込む

オイルが毛穴の奥まで入り込み、メイク＆汚
れを優しく浮き上がらせて溶かし出す

汚れを溶かし込んだオイルは、洗浄成分に
包まれ、水によって洗い流される

保湿成分配合なので、洗い流した後の肌
は、すっきりとなめらか

イメージ図

イメージ図

パーフェクトカバー ファンデーション ＶＣ
通常のファンデーションではカバーしにくい白斑を自然にカバーします。のばす量を調節することで、さまざまな
濃さに合わせることができます。
汗・水に強いウォータープルーフ効果で、衣服やタオル・マスクなどにつきにくく、化粧崩れを防いで自然な
仕上がりが長時間続きます。＊

メラニン色調を補い白斑をカバーする リキッドファンデーション

クレンジングオイル

ウォータープルーフのメイクを落とす  オイル状洗浄料

白斑部分に不足した
「メラニン由来の色調」を

演出する光技術

メラノカラーパウダー
光を当てると、黄色の干渉光を
反射する黒色の薄片状粉体

失われたメラニン色素をファンデーションで補う発想に着目し、メラニン色素を演出する「メラノカラーパウダー」を配合しました。
ＶＣは１色ですが、塗布する量を加減することで濃淡が調節でき、白斑の周囲の肌と同じ色に仕上げることができます。

洗浄成分を濃縮したとろみのあるオイルが毛穴の奥まで入り込み、クッションのようにメイクを優しく包み込んで浮き上がらせて溶かし
出します。保湿成分グリセリン配合により、洗い流した後の肌はすっきりとなめらかです。

メラノカラーパウダー パワー＆ジェントルクリーン処方

とろみのある洗浄オイルが落ちにくいファンデーションやウォータープルーフタイプのアイメイクなどに優しく
なじみ、浮き上がらせて落とします。保湿成分配合で洗い流した後はすっきりとなめらかな感触です。
濡れた手でも使えます。

〈部分用ファンデーション〉 〈メイク落とし〉

＊ 12時間化粧持ち（肌へのフィット感、傷跡のカバー、自然な仕上がり）データ取得済み

18mL 3,300円（税抜 3,000円） ブラシ付き

成　分：
ジメチコン,エタノール,イソドデカン,酸化チタン,トリ（トリメチルシロキシ）シリルプロピルカルバミド酸プルラン,シリカ,トリメ
チルシロキシケイ酸,ジステアルジモニウムヘクトライト,セスキイソステアリン酸ソルビタン,酢酸トコフェロール,ラベンダー油,水
酸化Ａｌ,イソステアリン酸,ＰＥＧ‒１０ジメチコン,ステアリン酸,テトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン,トコフェロール,ハ
イドロゲンジメチコン,テトラデセン,ピロ亜硫酸Ｎａ,酸化鉄,合成金雲母,マイカ 

● SPF18・PA＋＋
●ウォータープルーフタイプ
●無香料
●ノンコメドジェニック（全ての方にニキビができないというわけではありません）
●アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

180mL 2,530円（税抜 2,300円）

成　分：
エチルヘキサン酸セチル,イソステアリン酸ＰＥＧ‒８グリセリル,トリイソステアリン,ヤシ油脂肪酸ＰＥＧ‒７グリセリル,イソドデカン,
パルミチン酸エチルヘキシル,グリセリン,イソステアリン酸,水,トコフェロール

●洗い流し専用
●無香料
●ノンコメドジェニック（全ての方にニキビができないというわけではありません）
●アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

光技術を応用したメラニン色素を演出するパウダー
を配合。白斑を自然にカバーできる。

●

特　長

メラノカラーパウダー

とろみと洗浄力を両立させる技術でメイクにクッションの
ように優しく包み込み、しっかり浮き上がらせて落とす。

●

特　長

パワー＆
ジェントルクリーン処方
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テスト試料を2週間使用し、93%の方が
「メイクアップの状態（肌悩みのカバー）に対する満足度が高まった」と回答しました＊１。

＊１ 「やや高まった」「高まった」「非常に高まった」計

＊2 日本語版著作権者：檜垣祐子　出版元：MPR®株式会社
スコアが高いほどQOLが低いと評価されます

＊3 「日常生活の変化」を1項目以上選択した人数の割合

メイクアップの満足度

97%の方が、テスト試料を使用する前と比較して、日常生活に何らかの変化があったと回答しました＊3。

日常生活の変化

平均値±標準誤差、＊：ｐ＜0.05  ＊＊：ｐ＜0.01

Skindex-16（皮膚疾患特異的QOL尺度）＊2

モニターテスト

テスト概要 事前にメイクアップコンサルタントが使用方法を説明し、テスト試料を2週間使用。
顔面または身体に使用いただき、アンケート調査を行った。

実施時期 2021年3月

対　象 肌の色変化や凸凹などを有するもの　計28名（女性23名、男性5名）　　　　　　

もっともカバーしたい肌悩み

7段階評価
●非常に高まった
●高まった
●やや高まった
●変わらない
●やや低下した
●低下した
●非常に低下した

他の回答例　●新たなことに挑戦してみたくなった
　　　　　　●安心して一日を過ごすことができるようになった
　　　　　　●着たい洋服を着ることができ、気持ちが高まった

無断転載を禁じます

7

6

5

4

3

2

1

0

(人)

傷跡・
手術痕

青み・赤み・
茶色み

濃いシミ 白斑 やけど跡 凹凸 くま その他

QOLの向上

パーフェクトカバー シリーズ　使用による変化

非常に高まった

32%

高まった

47%

やや高まった

14%

変わらない

7%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
症状スコア 感情スコア 機能スコア 総合スコア

＊＊ ＊ ＊＊

肌悩みの部分を気にすることが減った

前向きな気持ちになった

自信を持つことができた

おでかけしたくなった

おしゃれに関心が出てきた

周囲の目が気になりにくくなった

笑顔が増えた

0％ 60％ 80％40％20％ 100％

（複数回答）

テスト開始前 テスト終了時

無断転載を禁じます 1514



モニターさまの声

（40代 女性）

これまでは、頻繁に鏡をチェックしていましたが、
このファンデーションの使用中は、鏡を見ること
が減りました。これも安心感だなと感じました。

（20代 女性）

メイクの力でコンプレックスだったところが気に
ならず、気持ちが前向きになり、仕事に行くことが
楽しくなりました。やっぱりメイクの力はすごい
と思いました。

（30代 女性）

悩みをなくしてくれる素敵な商品に出会えて、
とても良い経験でした。肌の悩みで苦労している
方々に、このような機能の優れた化粧品がある
ことを伝えたいです。 

（20代 女性）

使用してみて、本当に悩みが軽減し、着たい洋服
を楽しむことができ、嬉しく幸せな気持ちになり
ました。美しくなることは、本当に人を元気にし、
勇気づけるとても大きな力があると感じました。

（40代 男性）

ファンデーションはとてもなめらかで使いやす
かったです。肌に馴染み、見た目が自然で、忙
しい朝でも短時間であざをカバーできます。

無断転載を禁じます無断転載を禁じます

ファンデーション MC

簡単につけられる

色のカバー力に優れている

肌の色に合う

化粧持ちがよい

肌悩みをカバーしながらも自然に仕上がる

今後も継続して使用したい

0％ 60％ 80％40％20％ 100％

クレンジングオイル

ファンデーションとのなじみがよい

肌への優しさを感じる

洗い流しやすい

洗い流した後、肌がなめらかである

今後も継続して使用したい

0％ 60％ 80％40％20％ 100％

ファンデーション VC

簡単につけられる

色のカバー力に優れている

自然に仕上がる

化粧持ちがよい

今後も継続して使用したい

0％ 60％ 80％40％20％ 100％

ルースパウダー

肌への広がりがよい

肌へのフィット感がある

化粧持ちがよい

今後も継続して使用したい

0％ 60％ 80％40％20％ 100％

ややそう思わないどちらともいえないややそう思うそう思う そう思わない

ややそう思わないどちらともいえないややそう思うそう思う そう思わないn=24

n=28

n=9

n=27

パーフェクトカバー シリーズ 商品評価
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患者さまがパーフェクトカバー ファンデーションや
カバーメイクに興味を持たれたら、下記の方法でご紹介ください。

パーフェクトカバーの詳しい使い方を
動画でご案内しています

オンラインでも
ご購入いただけます

ご紹介方法

全国のカウンセリング店舗や
資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター（東京・銀座）を紹介し、

リーフレット＊をお渡し願います。

資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター（東京・銀座）のご案内
https://corp.shiseido.com/slqm/jp/salon/

患者さまご自身でお近くの店舗を選び、電話で肌の状態やご要望を伝え、
カウンセリングの予約をとっていただきます。

予約を受けた店舗では、プライバシーを守る個室やそれに準じたスペースを用意して、
どなたにでもわかりやすく無料でアドバイスします。
ご自身でカバーできるまで練習のサポートもします。

https://www.shiseido.co.jp/wp/
ワタシプラス

https://corp.shiseido.com/slqm/jp/products/
パーフェクトカバー シリーズ 商品情報

無断転載を禁じます

資生堂 ライフクオリティーメイクアップ 全国カウンセリング店舗のご案内
https://corp.shiseido.com/slqm/jp/shop/

＊リーフレットのご請求
https://corp.shiseido.com/slqm/jp/medical/

講師派遣またはオンラインにてがん外見セミナーを実施しています

https://corp.shiseido.com/slqm/jp/medical/training.html
医療従事者向け がん外見セミナー

　大阪国際がんセンターが、「笑いはがん患者の免疫力を上げるほか、緊張や

疲労、がんの痛みも改善する」という実証研究の結果を2018年に発表しました。

　外見ケアも同じではないでしょうか。手術や治療の影響を上手にカバーすること

で自分らしさを取り戻せば、気分が上がります。街へ出たり気の合う人と会ったり。

学校や職場で自然体で過ごせたり。QOL（生活の質）もおのずと上がってくる

でしょう。

　笑いにしても、外見ケアにしても、あるいは趣味や運動に熱中することにしても、

現在は「治療（医療）の外」です。でも、人間はトータルな存在。がんとともに生きて

いくうえで「心」の要素が大切なことは、誰もが納得するところでしょう。

　生涯に2人に1人ががんになる時代。日本のがんサバイバーは、やがて1000万

人に達するとみられています。悩みをクリアした人たちが活動的になれば、経済の

活性化、ひいては豊かで成熟した社会の実現にもつながるでしょう。外見ケアには、

限りない可能性があるのです。

外見ケアの限りない可能性

公益財団法人日本対がん協会
がんサバイバー・クラブ　マネジャー

横山 光恒

自分らしく、心地よく。がん外見BOOK
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